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第40回 横浜開港祭ご挨拶

1981年より開催しております横浜開港祭は、多くの市民の皆様や企業の皆様、各所団体の皆様に支えられ本
年で第40回を迎えさせていただきます。まずは御支援御協力をいただいております関係者の皆様、また市民の皆
様に心よりの御礼を申し上げさせていただきます。

第40回横浜開港祭はThanks To The Port「開港を祝い港に感謝しよう」をメインテーマに掲げ〜想いを 重
ねて 未来へ〜をコンセプトとして開催致します。

昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、例年通りの横浜開港祭の開催には至りませんでした。しかし
ながら、株式会社 ジュピターテレコム様（J：COM）による「第39回横浜開港祭特別番組」の放映や横浜開港祭ホ
ームページ上での「横浜開港祭クイズ」など、コロナ禍における新たな取り組みを行いました。

本年は6月2日（水）の開催とし、参画・参加して頂く市民の皆様の安心・安全を最優先とした、第40回横浜開港
祭を開催していきます。この横浜開港祭を通じ、横浜開港記念日である6月2
日という日の持つ意味と歴史を横浜市内外へ広く発信し、横浜市民にとって
誇りある市民祭となるように、そしてこれからを担う次世代の子供達につな
いでいけるよう、関係者の皆様、市民の皆様と共に取り組んで参りたいと考
えております。

1981年より開催しております横浜開港祭は、市民や企業、各種団体の皆様に支えられ、
本年で40回という節目を迎えさせていただきます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、理想とする形で開催出来ません
でしたが、"Thanks to the Port"「開港を祝い、港に感謝しよう」をメインテーマに、〜想
いを　重ねて　未来へ〜をサブテーマに掲げ6月2日（水）開港記念日に開催致します。

新型コロナウイルス感染拡大の為「新たな生活様式」を強
いられる中、横浜から「希望」を届けられる様に、実地とオン
ラインのハイブリット開催として新たなる賑わいの創出をして
参ります。

皆様の御参加を心よりお待ち申し上げます。

横浜の初夏の風物詩である横浜開港祭は、今年、第40回という節目を迎えます。長きに
わたり、市民の皆様をはじめ、企業、団体の皆様から大きな御支援を頂戴し、開港の地・横浜
を代表するイベントとして発展してきました。皆様のお力添えに、心より感謝申し上げます。

昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響で、1982年の第1回開催以来、初めて開催を
見送りました。今年の横浜開港祭では、万全の感染症対策を講じ、皆様と御一緒に、これ
までの横浜の歴史に想いを馳せ、開港をお祝いしたいと思います。

今年の横浜開港祭のコンセプトは、“Thanks to the Port”「開港を祝い、港に感謝しよ
う」〜想いを 重ねて 未来へ〜です。市民の皆様が、世代を超
えて心を一つにして奏でる“ドリーム・オブ・ハーモニー”をは
じめ、子どもから大人まで誰もが楽しめる、数多くの魅力あふ
れる催しを開催します。コロナ前にも増して、多くの皆様と御
一緒に、横浜開港祭を、そして横浜の街を盛り上げてまいりま
す。

皆様の御支援、御協力をお願い申し上げます。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス
感染拡大防止対策について

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
として第40回横浜開港祭ではアルコー
ル類の提供、持ち込みを禁止させて頂
きます。
また、喫煙所を含めて会場内での紙巻
たばこの使用を禁止させて頂きます。

第40回横浜開港祭では、新型コロナウイルス感染拡大
防止、及び来場者、スタッフなど関係者全ての安全対策
を施し、皆様に安心してお過ごしいただけるため感染拡
大対策のガイドラインを策定しています。ご理解とご協
力の程、よろしくお願い致します。

【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」、神奈川
県が進める「新型コロナ対策パーソナルサポート（行政）」、

「LINEコロナお知らせシステム」をインストールするこ
とを推奨致します。

第40回横浜開港祭協議会 会長
（一社）横浜青年会議所 第70代理事長

第40回横浜開港祭協議会 実行委員長
（一社）横浜青年会議所 横浜開港祭室長

三 村 悠 三

萩 原 幸 雄

横 浜 市 長
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【イベント主催者としての感染予防対策】
下記に当てはまる場合、ご入場いただけません。

①  過去1週間以内から現在までに下記（1）〜（4）を含む
体調不良のある方

（1） 体温37.5℃以上、または発熱症状の自覚がある方。
（2） 強い倦怠感がある方。
（3） 感冒様症状（咳、咽頭痛、息苦しさ等）がある方。
（4） 味覚・嗅覚異常などの異変がある方。

②  PCR等検査陽性歴があり
（1） 有症状者では、発症日から10日未満、かつ、症状軽快

後72時間以内の方。
（2） 症状軽快後24時間経過から24時間以上の間隔をあ

け、2回のPCR等検査で陰性を確認できていない方。
（3） 無症状病原体保有者では、陰性確認から10日未満の

方。
（4） 検体採取日から6日間経過後、24時間以上の間隔を

あけ2回のPCR等検査陰性を確認できていない方。

③  濃厚接触者として自宅待機中の方。

④  家族が濃厚接触者として自宅待機中の方。

⑤  家族に①（1）〜（4）いずれかの体調不良がある方。

⑥  海外から帰国（日本に入国）して14日未満の方。

⑦  マスク非着用の方

自分の身を守るだけでなく、周囲の人を守ることにご協
力ください。

【イベント独自の対策】
・会場の規模に応じた客席数の設定と設置を致します。
・場内人数のリアルタイム計測を致します。
・感染者来場判明時の行政機関への協力を致します。
・特別救護室の設置を致します。
・ 各入場ゲート横に看護師がいるテントを配置してモニ

ター検温で熱が高かった人を再度看護師による検温を
行います。

【来場する方へのお願い】

大声による発声はおやめください。
※ 2歳未満の子どもは窒息の恐れが 

あるためマスク着用を求めません。
参考：日本小児科学会乳幼児のマスク着用の考え方
https：//www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php？content_id＝117

【入退場に関して】
・ 入退場ゲートを2か所設置して、臨港パーク全体をフェ

ンスで囲い、場内の人数は上限3,000人とします。
・ 横浜開港祭開催時間 12：00－20：00

　　　　　　　開場 11：00
・ ゲ ートの 閉 鎖 時 間 一 般 入 場　18：00
 チケット持参　19：00（予定）
・ 事前予約のみ入場可能とし、当日入場は不可とし会場

内3,000人の入場制限をしていることを掲示します。
・ 注意事項

18時以降はリストバンドを巻いていても花火警備のた
め再入場不可になります。
ステージ裏の海側通路は17時閉鎖となります。

入場時のマスクの着用にご協力ください

入場時のアルコール消毒にご協力ください

入場時の検温にご協力ください

体調不良時はお申し出ください

間隔を空けてお並びください
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・ HPや各種SNSでの新型コロナウイルス感染防止対策
の情報発信を致します。

・ 看板やアナウンスによる会場内での感染予防の注意喚
起を実施します。

・ 混雑予想箇所には誘導員を配置し密集を避けます。
・ 場内各所に手消毒用のアルコール消毒液を設置致しま

す。
・ スタッフ控室、出演者控室などの共用部分も定期的に

消毒します。
・アルコール類の提供、持ち込みの禁止を徹底致します。

【各種イベント、ブース、キッチンカーについて】
① ステージイベント（潮入りステージも含む）
　 ステージ上では演者同士の距離を確保し感染予防を

致します。
　 またステージから客席までの距離を確保致します。
　 ダンサーは声を発しないので、ステージ上での距離の

確保は除外します。
　 ただし体の接触は禁止とします。
② 出演者控室
　 換気の徹底と三密を避けるようにし、アルコール消毒

を実施します。
③ その他コンテンツ、ブース、キッチンカー
　 各ブース内の人数は最大6人とします。（テントサイズ

約3.6×2.7m）
　 飛散防止パネルを設置します。
　 お金はコイントレーでの受け渡しを徹底致します。
　 お酒類の提供は禁止とします。
　 各ブース、コンテンツ、キッチンカーに手指消毒液の

設置を行います。

以上のことを踏まえて、2021年6月2日開催
第40回横浜開港祭を安心・安全に運営します。

ご協力宜しくお願い致します。
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開港記念日の由来

表紙イラストについて

横浜開港祭親善大使のユニフォームについて

最初に調印された日米修好通商条約では、1859年7月4日に開港することにな
っていましたが、結局アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの5カ国すべ
てに対して旧暦7月1日（現在の6月2日）に開港されることになりました。

もともと神奈川が開港の候補地とされていましたが、東海道沿いで外国人との
トラブルが予想されたため、当時、辺

へん

鄙
ぴ

で取り締まりやすい横浜の地が選ばれま
した。横浜には水深も十分あり港として優れていたため、開港後は急速に発展し
ました。当年の開港当日は特に祝賀行事も行われませんでしたが、1周年にあたる
万延元年の6月2日に、山車や手踊りで街中あげて開港を祝ったのが、開港記念日
の始まりです。

横浜と言われた時、出港時のテープ投げが真っ先
に浮かびました。

出港時のテープ投げは船と陸を挟んで行われてい
るので、背景は青にしてさわやかさを表しました。

作者：�学校法人岩崎学園�横浜デジタルアーツ専門学校�
総合デザイン科�メディアコース2年��
大谷�玲奈

ユニフォームをデザインする上では、シンプルで動きやすいことを重視しました。
今回私は、ポロシャツをワンピースにしたようなイメージでデザインしました。カラ
ーはトリコロールカラーである、赤・青・白を基調としています。両サイドには深め
のスリットを入れ、素材も伸縮性のある生地を使用することで、動きやすいように
しました。

胸元のデザインはタスキをモチーフにしています。横浜開港祭は未来へつなぐ
市民祭ということなので、未来へタスキを繋げられるようにという願いを込めてこ
のデザインにさせていただきました。

また、細かいところにも海や船を意識したかったので、首元に付いているボタン
は、イカリをデザインしているものを使用したり、同じイカリのマークをサンバイザ
ーのツバの部分にも付けました。

靴・手袋・マスクは全て白にし、統一感を出しています。全体
的にタイトなシルエットにして、丈も膝が隠れるくらいの長さ
にすることで、スタイルもよく見えるように意識しました。

学校法人岩崎学園�横浜ｆカレッジ
ファッションビジネス科
ジャヤラット�沙梨花
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ステージイベント

※時間が前後することがございます。

関 内 法 律 事 務 所

〒231-0005   横浜市中区本町2-19 弁護士ビル4階
TEL 045-201-6266（代表）　FAX 045-212-3142
http://www.kannai-law.jp

弁護士　芝 野 彰 一

横浜開港祭協議会会長開会宣言
12：00～12：05
第40回横浜開港祭の開会を横浜開
港祭協議会会長がご来場の方々に
宣言致します。

日本民謡ステージ
12：20～12：40
日本民謡の演奏で第40回横浜開港祭を盛大にスタートします。日本伝統の音
楽をぜひお楽しみください。

横浜開港祭表彰式
12：05～12：15
横浜開港祭公式ポスター採用作品
の表彰、親善大使ユニフォーム採用
作品等の表彰を、各受賞者にメイン
ステージに登壇して頂き行います。

Dreaming Dance Stage
12：50～13：05
横浜鶴見区花月総持寺駅前と港北区綱島駅前の2か所にあるW.Dreamはテ
ーマパークダンサーやミュージカル俳優を輩出しており、さらに様々なコンテス
トで数々の賞を獲得しています。そ
んな「夢を育てる」をテーマにしてい
るW.Dreamのダンスステージをぜ
ひお楽しみください。



1514※時間が前後することがございます。

〒２４５－００１８

ＴＥＬ　０４５－８０３－３５０８　ＦＡＸ　０４５－８０３－３５９４
ＵＲＬ　：　https://y-yuzai.com/company/

横浜油材株式会社
燃料　・　洗剤　・　化学品　・　危険物工事　・　リサイクル

横浜市泉区上飯田町１４６５－２

官公庁音楽隊LIVEステージ
13：15～13：55
神奈川県警察・横浜市消防局が誇
る音楽隊による迫力あるLIVEステ
ージを体感し皆様と共に開港を祝い
ます。

ROAD to 横浜開港祭 YOKOHAMAダンスSTARS
①14：05～14：25 ②14：55～15：15  
③15：50～16：10 ④16：50～17：10
第40回横浜開港祭のサブテーマで
ある「～想いを�重ねて�未来へ～」を
掲げるメインステージコンテンツ、横
浜市内の小中学校、高等学校、大学
等に通っている児童・生徒を対象と
したダンスグループが全力パフォー
マンスを行います！

LINE LIVEプレゼンツ ROAD to 横浜開港祭 Battle HERO LIVE
①14：25～14：40 ②15：15～15：35  
③16：10～16：35 ④17：10～17：35
横浜開港祭のメインステージ出演を目指して戦い抜いた歌い手がLIVEを行
い夢への1歩を踏み出します。
スペシャルゲストとして現役ライバーから選出された9人組メンズグループ
Crimson�Crat�Clan（クリムゾン・クラット・クラン）略して“CCC”がLIVEを行
います。
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 鹿島建設株式会社横浜支店
〒231-0011 横浜市中区太田町 4-51

 TEL 045-641-8827

不動産・建築の創社グループ

スペシャルアーティストLIVE
17：50～18：50
横浜にゆかりのあるアイドルグループやアーティスト達によるライブ。様々な出
演アーティスト達のライブを通じて40回の開港祭を来場者と共に祝い横浜開
港祭を盛り上げます。第37回、38回
歌うま選手権2連覇の加藤礼愛ちゃ
んと第38回ダンスSTARS優勝者の
045LADIES、市ヶ尾高校ダンス部
のスペシャルコラボステージ、横浜
が誇るYOUNG�STAR『瑛人』のス
ペシャルライブをお楽しみください。

みなこいで「良い世が来～い」！
横浜よさこい祭を開催しているチームを中心とした迫力あるパフォーマンスを
メインステージ上の巨大スクリーンで上映いたします。

株式会社創社プレゼンツ ROAD to 横浜開港祭 よこはま歌うま選手権
17：00～17：40
第40回横浜開港祭ROAD�to�横浜
開港祭のコンテンツの1つよこはま
歌うま選手権、横浜市内の小中高
大学生が“優勝”目指して全力で歌
います！

※時間が前後することがございます。

全国から横浜へ！繋げ！ピ→スPROJECT
北は北海道、南は沖縄からスタートする繋げ！ピ→スPROJECT、全国の大学
生が想いを一つにダンスやパフォー
マンスをゴールである横浜へ繋いで
いく動画をメインステージ上の巨大
スクリーンで上映いたします。



1918※時間が前後することがございます。

横浜開港祭実行委員長挨拶
19：00～19：05
横浜開港祭実行委員長より横浜開
港祭についてのご挨拶をします。

横浜銀行 ドリーム・オブ・ハーモニー
19：10～19：30
横浜開港祭の目玉ともいえるドリー
ム・オブ・ハーモニー。横浜市民から
ご応募いただいた合唱動画をメイン
ステージ上の巨大スクリーンにて上
映いたします。これまでにない新し
い形のドリーム・オブ・ハーモニーを
ぜひご覧下さい。

潮 入 り の 池 ス テ ー ジ エ リア

株式会社長間建設プレゼンツ Gateway Yokohama Stage
11：00～17：00
第40回横浜開港祭のサブテーマである「～想いを�重ねて�未来へ～」のもと集
まった、横浜を活動拠点とする地元アーティストや市民団体によるライブ演奏、
ダンス、合唱、お笑いなどのパフォーマンスを披露いたします。老若男女、多種
多様な出演者が横浜開港祭を盛り上げます！

注 意 事 項
◦天候により、主催者判断により中止となる場合がございます。
◦臨港パーク内は禁煙です。喫煙は喫煙ブースにてお願いします。
◦�録音・録画はNG。インターネットへのアップロードも法律で禁止されています。写真
撮影は当日の指示に従いください。
◦�横浜開港祭は特殊なルールのもと臨港パークという公園をお借りし開催されていま
す。ご来場の皆様にマナーを守っていただく等ご協力をいただけませんと中止、又は
継続不可となってしまいます。ご来場いただいた皆様には現地係員の指示及びお願い
にご協力いただきますようお願い申し上げます。

a solution of the constructions

〒231-0013  横浜市中区住吉町 2-24　TEL 045-681-0641
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マ リン エ リア

東洋船舶工業株式会社プレゼンツ LANTERN PORT
18：40～19：45
近代発展の象徴とも言える横浜港に、輝く未来への想いと願いを込めて、数千
個のランタンを浮かべます。「未来」をテーマに【夢、コロナが終わった後にや
りたい事、日頃の感謝や医療従事者への感謝】など子供達をはじめとする多く
の市民に願いを描いて頂きました。水面に映る美しい光景をお楽しみ下さい。

Yokohama18ward legend of fireworks
19：54～19：55
横浜市18区でシークレット花火を同時に打ち上げます。賑わいの創出が激減
している横浜市の全ての皆様に笑顔になっていただきたい想いと、医療従事者
に向けての感謝の想い、新型コロナウイルス収束の想い、サブテーマ「～想い
を�重ねて�未来へ～」のメッセージをのせたコンテンツをお家からでもお楽し
みできます。

ラ ンド エ リア

※時間が前後することがございます。

祝　第40回横浜開港祭祝　第40回横浜開港祭
第34回横浜開港祭

実行委員会 実行委員長　殿内 崇生
第34回横浜開港祭

実行委員会 実行委員長　殿内 崇生
企画運営委員会
委　員　長
三井　寿浩三井　寿浩

会計幹事
書記幹事
小幹事
小幹事
小幹事
小幹事

中村　　誠
井村　正広
下田　秀弥
細羽　　誠
尾田　　塁
山口　智照

中村　　誠
井村　正広
下田　秀弥
細羽　　誠
尾田　　塁
山口　智照

副委員長

副委員長

副委員長

総括幹事

運営幹事

村山　英広

松尾　　到

平田　洋介

海老名　毅

志田　和也

村山　英広

松尾　　到

平田　洋介

海老名　毅

志田　和也

委　員

金　　淳照

羽田野宗賢

川村　徹也

川内　康生

金　　淳照

羽田野宗賢

川村　徹也

川内　康生

笹田　一成

永田　泰久

渡部　真吾

大久保利嗣

笹田　一成

永田　泰久

渡部　真吾

大久保利嗣



2322

横浜 J C
政治連盟

祝
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創業明治２２年
まごころ・信頼・サービスをお届けします。

株式会社横濱屋●業務用酒類卸
●スーパーマーケット
●お酒スーパー

【本社】横浜市南区宮元町 ℡

●業務用酒類卸 東神奈川営業所）
横浜市神奈川区千若町 ℡

●スーパー横濱屋
蒔田店 ：横浜市南区宮元町 ℡
大口店 ：横浜市神奈川区大口通 ℡
大道店 ：横浜市金沢区大道 ℡
松見町店：横浜市神奈川区松見町 ℡
弘明寺店：横浜市南区弘明寺町 ℡

●業務スーパー
仲町台店：横浜市都筑区仲町台 ℡

●お酒の横濱屋
蒔田店 ：横浜市南区宮元町 ℡
福富町店：横浜市中区長者町 ℡
松見町店：横浜市神奈川区松見町 ℡
野毛店 ：横浜市中区花咲町 ℡

【酒販事業部】

【店舗事業部】

地域に
貢献する
広告会社

83年の実績と経験
私たちはお客様の
頼りになる宣伝部となります。

本社 /〒231-0014 神奈川県横浜市中区常盤町 2-19
Tel.045-681- 2831(大代)　Fax.045-201-1768
営業所 / 東京・県央・沼津
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第40回横浜開港祭は協賛企業の皆様の 
ご協力によって支えられています。

株式会社 小俣組
代表取締役　小俣 務
横浜市南区新川町 5-28

TEL 045-251-3707

所在地 〒221-0054 神奈川県横浜市神奈川区山内町2
 TEL:045-441-2981　FAX:045-441-2985

代表者 代表取締役会長　佐　野　光　幸 
 代表取締役社長　伊　藤　圭　輔

水浅青果株式会社

第40回

横浜開港祭親善
大使・親善大使犬

若林 真衣レクレイター 江莉花吉本 瑛美

姫・悠

矢野 菜葉村田 愛子松崎 瞳子

堀切 華穂藤川 奈央古俣 衣理

高橋 眞由高橋 ひかり杉山 まひろ

周 一衣塩田 千美小野 桃果

大森 日菜子及川 帆乃伊藤 杏夏
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〒231-0066横浜市中区日ノ出町1-103

TEL：045-241-5326

http://www.niwayogyo.co.jp

創業１２５周年

スマートモデューロ

62
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