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横浜日ノ出桟橋
運河パレード
本会場

日本丸
メモリアルパーク

会場

石川町会場

三吉橋会場

蒔田公園会場

今年で6回目を迎える横浜運河パレード、今年のテーマは「ヒ
ストリバー」。過去の運河利用を振り返るきっかけをつくり、こ
れからの運河利活用を考え、再び運河（水辺）と共に街が発展
を目指すイベントです。例年の船団パレードはもちろん、今年
は「ヒト・モノを運ぶ水上交通」を実施します。無料の体験乗船
で各拠点を移動しながら、食の市や音楽LIVEなど楽しい、美
味しいイベントで賑わいを創出していきます。新鮮な野菜等
が水上運搬にて運ばれ、朝市で買える仕組みは近い将来実
現する可能性がある運河活用の一つです。運河パレードを通
して、一緒にこれからの運河利活用を体験してワクワクする
街づくりを目指しましょう！

川に食事の食べ残し、飲み残し
を流してしまうとどうなるで
しょう。魚が住む環境のために
はラーメン1杯の汁にお風呂の
浴槽約3.3杯分のきれいな水
が必要です。川は汚れた水をき
れいにする自浄作用を持っていますが、人が汚し続け
ると自浄作用の能力をこえ、魚など生き物が住めなく

なり、有害で嫌な臭
いを発生して環境
が悪くなります。み
なさんの心がけが、
大岡川の環境を守
ります。

日本丸メモリアルパーク会場日本丸メモリアルパーク会場

石川町会場石川町会場

堀川元町14：40通過予定

石川町14：30通過予定

日本丸
メモリアルパーク前
15：10通過予定

日ノ出桟橋
13：30スタート

日ノ出桟橋
15：30ゴール
予定

★モノを運ぶ水上交通で「朝市」開催…9：00～
★ヒトを運ぶ水上交通スタート…10：00～14：15
★運河食の市…10：00～16：00

★ヒトを運ぶ水上交通…10：00～12：30
　 京浜フェリー桟橋付近で無料体験乗船受付中。

★運河水質ワークショップ
　　　　　　　…10：00～16：00

★ヒトを運ぶ水上交通…10：00～14：00
　 三吉橋仮設桟橋で無料体験乗船受付中

★落語…12：30～14：00

★食の市…10：00～16：00
　 南区の飲食店が中心の食の市。

★音楽ライブ…10：00～16：00
　 共進中学吹奏楽演奏もあります。

★河をきれいにしましょう！ パレード中にゴミを収集します。
※イベントの内容時間等、変更になる場合もございます。ご了承ください。 ※写真は昨年の開催の様子です。
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大岡川
東橋公園橋

「港・横浜」海に親しみ・海に学び・海に鍛え、カッター・ロープ・手旗信号・国際
交流・清掃活動など月3回日本丸前で活動中。規則正しい集団生活に対応で
きる人間を育てることを目的としております。小学1年生から高校生までの
幅広い年齢層の中で自立や協調の心が養われたくましい人間に育ちます。

横浜海洋少年団

★大岡川・中村川クリーン大作戦
　 陸上はアイラブヨコハマ、グリーンバード水上は
　 横浜SUP倶楽部によるリバークリーンを行ないます。

★元町かわぎしテラス
　 見せます！ 観せます！ 魅せます！ 元町かわぎしテラス
　 ●13：00～15：30 ●元町河岸通り会 代官橋周辺
　 詳しくは元町河岸通り会Facebookページへ

★大通り公園に、よりみちしよう。
　 ●11：00～20：00 ●大通り公園石の広場 
　 大通り公園がオープンカフェに！
　 大人も子どもも楽しめる、フラワーマルシェ、
　 玉コロガシプロジェクト、
　 映画上映会などを実施します。

★Eボート無料体験乗船
　  大岡川桜桟橋からEボートに乗ろう！
　 ●13：30～15：30 ●日ノ出町桜桟橋

★道場橋でペットボトル鈴ポンポンを
　振って応援しよう
　 ペットボトル鈴ポンポンは11月1日より中村地区
　 センター受付で作れます。

★防災訓練炊き出し
　 ●10：00～12：00 ●桜桟橋会場
　 横浜市緊急備蓄物資を船を使って運びいれます。

●14：30頃

横浜中央市場本場直送！
生鮮品を水上交通を使って
日ノ出町会場まで運びます。

横浜中央市場本場直送！
生鮮品を水上交通を使って
日ノ出町会場まで運びます。

当日は水上交通で移動ができます。当日は水上交通で移動ができます。

イベント
情報

横浜運河
パレードって何？
横浜運河
パレードって何？

モノとヒトを運ぶ水上交通モノとヒトを運ぶ水上交通横浜日ノ出桟橋本会場横浜日ノ出桟橋本会場

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

中村川

マーケットテラス
カフェ石川町

河川水質ワークショップで体験！

元町かわぎしテラス

ペットボトル風車14：10予定

第6回

横浜運河
パレード

マップ

★スタンプ＆クイズラリー
　 「大岡川・中村川を歩いてみよう！」
　  スタンプラリーで素敵な賞品をゲット！
横浜日ノ出桟橋本部、蒔田公園支部、石川町マーケットテラ
スカフェ、三吉橋桟橋支部、日本丸メモリアルパーク支部、
中村地区センターの計6か所にて台紙を配布します。
特別協賛：株式会社ありあけ、株式会社マインズクリエイト

元町かわぎしテラス会場
の代官橋に集合して
「横浜海洋少年団」と
一緒にお迎えしよう！

★手旗信号でパレードをお迎え

株式会社つま正、株式会社蔦金商店などの協力による市場
に集まる美味しい新鮮な食材を船で消費地にダイレクトに
運ばれる企画です。＊朝市は食材が売れきれ次第終了となります。

関東大震災をきっかけに昭和中ごろまで交流が盛んだった
横浜と富津。船がつないだ海の道の歴史をこの度ゆかりの
地石川町にて復活いたします！

道場橋

三 吉 橋 会 場三 吉 橋 会 場

蒔田公園会場蒔田公園会場

ベネチア号

ガルⅡ号

シエスタ号

ル・グラン・ブルー

かなもえ号

★ヒトを運ぶ水上交通…10：00～13：30
　 石川町仮設桟橋で無料体験乗船受付中

★富津名産品マルシェ…10：00～16：00
　 醤油、味噌など名産品を販売します

★石川町裏フェス…12：00～19：00
　 石川町最大の飲食フェスとコラボレーション！

★石川町ストリートアートプロジェクト
　…9：00～

●9：00～
●日ノ出町桟橋付近にて「市場直送朝市」を開催！

●10：00頃
●JR石川町駅元町口前 青空フリーマーケット内

代官橋にて
手旗信号で
船団パレードを
お迎え

中村地区センター

蒔田公園14：10通過予定

カナルちゃん

水上交通
発着所

水上交通
発着所

水上交通
発着所

水上交通
発着所

谷戸橋

石川町駅

キリンビール
横浜工場より

船で「キリン一番搾り」を
日ノ出桟橋会場へ
お届けします！

キリンビールは、横浜港、運河の海上交通の
活性化、発展を応援しています。
キリンビールは、横浜港、運河の海上交通の
活性化、発展を応援しています。
2016年10月より象の鼻桟橋、ぷかりさん橋⇔
キリンビール横浜工場内桟橋間で観光船の就航開始。
2016年10月より象の鼻桟橋、ぷかりさん橋⇔
キリンビール横浜工場内桟橋間で観光船の就航開始。

ストップ！未成年者飲酒。飲酒運転。
キリンビール横浜工場
工場長 神崎夕紀

濱橋会は日ノ出町本会場
にて13時半過ぎから、水
上運搬された生樽を使っ
たチャリティーイベントを
行います。売上金は全額
『運河の水を徹底的に綺麗
にするプロジェクト』へ寄
付させていただきます。

京浜フェリー桟橋

落語芸術協会創立75周年記
念アニメ「落語天女おゆい」の
原作者。他にも落語芸術協会・
企画プロデューサーの肩書き
で、季刊「芸協」の編集やマス
コットキャラクター・バク助を
誕生させるなど、あらゆるコン
テンツで幅広く活躍中。

ドゥイの川の底カーニバル
石川町では10/27～12/24の期間で、
大人からこどもまで楽しめる、アートに関
わる展示や個展、ワークショップが街の界
隈で開催されます。その中でイベントコラ
ボ企画として、中村川から拾い上げられ
たゴミたちが、アーティストユニットドゥイ
の手によって、モビールに生まれ変わり、
展示されます。

桂 歌若
かつら うたわか

※時間は状況により
前後する場合があり
ます。

富津名産
海苔・醤油・
加工品

お子様向けに顕微鏡で川の微生物観察
や大岡川をきれいにするプロジェクトの
研究成果を発表します。

千葉から横浜へ富津便が来る！
海の道で運ばれた「富津名産品マルシェ」
千葉から横浜へ富津便が来る！
海の道で運ばれた「富津名産品マルシェ」

★アーティストLIVE…10：30～15：30
★水難救助デモンストレーション…12：30～
★パレード式典…13：00～
★船団パレード出発…13：30～
★帰港セレモニー…15：30頃
★横浜運河パレード終了…16：00

巷で話題の飲食店が
勢ぞろい！ 

かなもえ号（約３０名乗り）
●10：00▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着
●10：30▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●11：00▶横浜日ノ出桟橋発▶石川町仮設桟橋着
ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル
ル・グラン・ブルー（約4０名乗り）
●11：30▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●12：00▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着
●12：30▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●13：00▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着

シエスタ号（約8名乗り）
●10：00▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●10：30▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着
●11：00▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●11：30▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着
●12：00▶日本丸メモリアルパーク発▶横浜日ノ出桟橋着
●13：45▶横浜日ノ出桟橋発▶日本丸メモリアルパーク着

ベネチア号（約３０名乗り）
●1０：00▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●10：30▶三吉橋仮設桟橋発▶横浜日ノ出桟橋着
●11：00▶横浜日ノ出桟橋発▶石川町仮設桟橋着
●11：45▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●12：15▶三吉橋仮設桟橋発▶石川町仮設桟橋着
●12：45▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●13：45▶三吉橋仮設桟橋発▶横浜日ノ出桟橋着
●14：15▶横浜日ノ出桟橋発▶石川町仮設桟橋着

ガルⅡ号（約5名乗り）
●10：00▶三吉橋仮設桟橋発▶石川町仮設桟橋着
●10：30▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●11：30▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●12：00▶三吉橋仮設桟橋発▶石川町仮設桟橋着
●12：30▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●13：00▶三吉橋仮設桟橋発▶石川町仮設桟橋着
●13：30▶石川町仮設桟橋発▶三吉橋仮設桟橋着
●14：00▶三吉橋仮設桟橋発▶石川町仮設桟橋着

＊発着所はイラストマップでご確認
ください。＊先着受付順の為、乗船
できない場合があります。


