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堀川元町14：30通過予定

日ノ出桟橋
13:30通過予定

★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。

会場へは市営交通などの公共交通をご利用ください。

START

GOAL

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
NPO法人海の森・山の森事務局、アイラブヨコハマ、
横浜SUP倶楽部によるリバークリーンを行ないます。

★道場橋でペットボトル
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。

●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

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会場横浜日ノ出桟橋会場
キャナルギャラリー'19キャナルギャラリー'19

大岡川の環境を守る大岡川の環境を守る

元町・中華街会場元町・中華街会場

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

中村川

マーケットテラス
カフェ石川町

ペットボトル風車

よこはま

運河チャ
レンジ

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！
横浜日ノ出桟橋会場、蒔田公園会場、石
川町マーケットテラスカフェ、前田橋会場、
中村地区センターの計5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

★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。

道場橋

蒔田公園会場蒔田公園会場 新港埠頭会場新港埠頭会場

ベネチア号ベネチア号

シエスタ号シエスタ号

ジェットセイラージェットセイラー

かなもえ号かなもえ号

●9：30～
●日ノ出町桟橋付近にて「市場直送朝市」を開催！

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13：10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

元町かわぎしテラス

キリンビール
横浜工場より

船で「キリン一番搾り」を
石川町会場へ
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！20歳未満飲酒・飲酒運転。

石川町会場にて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。

石川町会場にて13時半

ロコサトシがメインステージで
ライブペインティングします。

★ヒトを運ぶ水上交通…10：00～15：30
石川町仮設桟橋で乗船受付中！

★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。

★運河食の市…10：00～16：00
★石川町駅前フリーマーケット…12：00～17：00
★2019antenna石川町クラフトビールフェア…12：00～17：00
★アーティストLIVE…10：00～17：00
★水難救助…11：30～
★式典…12：00～

巷で話題の飲食店が勢ぞろい！ 巷で話題の飲食店が勢ぞろい！ 

ふくい舞ふくい舞

2019年10月末開業予定横浜の新しい港！元町・中華街会場
前田橋

スタンプ＆
クイズラリー
台紙配布

京
浜
急
行
線

★横浜中央卸市場本場直送朝市…9：30～
★ヒトを運ぶ水上交通…10：00～15：00
横浜日ノ出桟橋で乗船受付中！

★アーティストLIVE…10：00～16：00
★運河食の市…11：00～17：00
★Eボートレース…13：30～15：30
　 長者橋～旭橋間で
 　Eボートのレースが行われます。

★ヒトを運ぶ水上交通
　　　　　　…10：00～15：30

★運河食の市
　…10：00～16：00

★運河食の市…10：00～16：00
★大岡川アートプロジェクトプレイベント…10:00～16:00
    「パークヨガ 14:30-15:30 開催！」
★アーティストLIVE…10：00～16：00
★カヤック体験…10：00～13：00

★ヒトを運ぶ水上交通
…10：00～15：30
前田橋仮設桟橋で
乗船受付中！

★元町かわぎしテラス
●10：00～16：00 ●代官橋周辺

※時間は状況により前後
する場合があります。

★船団パレード出発…12：40
★帰港セレモニー…14：50頃
★石川町ストリートアート
プロジェクト…11：00～16:00

石川町駅

谷戸橋

横浜市中区桜木町３-１１

K I T A G A W A  S H O J I  C o . , L t d .

子供達が橋をアートにします！
今年、「よこはま運河チャレンジ」の

テーマは「ギャラリー」
初めての試みとして運河付近の小・中学生が描いた〈絵〉を
橋に展示するアート展にチャレンジします。大岡川・中村川・
堀川に架かる橋や旧運河施設をギャラリーに見立てて布キャ
ンバスアートや、旧運河エリアに作品を展示して皆さんをお
待ちしています。展示場所はよこはま運河チャレンジ当日に
配布する「ラリーマップ」に掲載しています。運河ラリーを楽
しみながら作品も探してくださいね！
（展示期間は約10日の予定です）

食事の食べ残しや飲み残し、
ゴミなどが川に流れてしまう
と、川に過剰な栄養分が溶け
こみます。川はやがて海に流
れていき、過剰な栄養分に
よってプランクトンが異常に
増えて赤潮が発生し、大量の

魚が死滅してしまいます。特に河口に近い関内・関外地区は
海の影響を受けやすい状況にあります。大岡川の水質を定期
的に調べることで「川の健康
チェック」を行っています。み
なさんの心がけが大岡川の
環境を守ります。

運
河
食
の
市

運
河
食
の
市

水上交通
発着所

代官橋

市場通り橋

石川町12：40スタート予定

MC
よこはま
ヨコハマ

MC
穂積ユタカ

★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。
★当日の天候次第で、運航時間が
　変更になる場合があります。

かなもえ号（約３０名乗り）
発時刻 場　所 着時刻 場　所
9：50 前田橋 10：40 横浜ハンマーヘッド
14：40 石川町 15：30 横浜ハンマーヘッド

シエスタ号（約8名乗り）
発時刻 場　所 着時刻 場　所
10：00 石川町 10：30 前田橋
10：40 前田橋 11：10 石川町
11：30 石川町 12：00 前田橋
12：15 前田橋 12：45 石川町
13：00 石川町 13：30 石川町
13：45 石川町 14：15 前田橋
14：30 前田橋 15：00 石川町
15：15 石川町 15：45 前田橋

ジェットセイラー（約5０名乗り）
発時刻 場　所 着時刻 場　所
10：00 横浜ハンマーヘッド 10：50 前田橋
11：00 前田橋 11：50 横浜ハンマーヘッド
12：00 横浜ハンマーヘッド 12：50 前田橋
13：00 前田橋 13：50 横浜ハンマーヘッド
15：00 石川町桟橋 15：50 横浜ハンマーヘッド

ベネチア号（約３０名乗り）
発時刻 場　所 着時刻 場　所
10：00 日ノ出町 10：30 石川町
10：40 石川町 11：20 日ノ出町

12：10 石川町 12：40 日ノ出町
11：30 日ノ出町 12：00 石川町

13：30 日ノ出町 14：00 石川町
14：10 石川町 14：40 日ノ出町
14：50 日ノ出町 15：20 石川町
15：30 石川町 16：00 日ノ出町

特別協賛 ： 三菱鉛筆株式会社

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！

★マリンFM 86.1MHz 石川町STUDIOより
●10：00～11：00
よこはま運河チャレンジの模様を
生放送でFMラジオにてお届けします‼ #PaddleandClean

YOKOHAMA SUP CLUB

完成予想図

イメージ図

新港埠頭会場

マリンアンドウォーク横浜

横浜ハンマーヘッド
水上交通
発着所

元町・中華街
から出店！

11/8（金）・10（日）も
水上交通実施します！

永興企業株式会社
横浜市中区吉田町1-1

Eiko Enterprises Co.,Ltd.




