
 

               

 

WAKAYAMA MIZUBE CHALLENGE の実施について 

 

平成３０年度水辺空間を生かしたまちづくり手法検討・調査事業における社会実験として、

和歌山のまちと水辺を楽しみ尽くす日「WAKAYAMA MIZUBE CHALLENGE」を１０月２０

日（土）に京橋プロムナードとその周辺（市堀川）で開催します。 

同日開催の「わかやま城下町バル」と連携し、実施することで、水辺を活用した賑わいと、

回遊性の創出につなげます。 

 

〇実施日時   １０月２０日（土）１１時から２１時 

〇実施場所   京橋プロムナード、市堀川周辺 

〇実施内容   別紙をご覧ください。 

〇お問合せ先  わかやま水辺プロジェクト事務局  

TEL＆FAX 073-425-8583  Mail area@kishumachi.com 

WEB https://wakayamamizube.com/ 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 政策調整課 

担 当 者 松尾 

電    話 （073）435－1013 

内  線 2460 

資 料 提 供 

平成３０年１０月１６日 

 

シャトル船の運航 

酒蔵見学ツアー 

SUP 体験 
水辺のライトアップ 

段ボール迷路 

mailto:area@kishumachi.com
https://wakayamamizube.com/




フォルテ
ワジマ

伏虎義務
教育学校

京橋駐車場

伝法橋

世界
一統

ステージ
イベント

ダンボール
迷路

水辺宝探し

SUP 体験＆
SUP ツアー

リバー
シャトル

屋形船＆
酒蔵ツアーライト

アップ

フェスタ・ルーチェ
フォトスポット

マグロ解体
ショー

船着場

船着場

船着場

本部

SUP 体験と
SUPツアー

マグロ解体ショー フェスタ・ルーチェ
フォトスポット

ダンボール迷路

船でまちなかを移動！

リバーシャトル

屋形船で行く！

世界一統酒蔵ツアー

謎解き

わくわく
水辺宝探し

水辺の夜を彩る

ライトアップ

【時間】 11:00～16:00、 18:30～21:00
　　　 各停留所 15 分間隔で運行
【運賃】 500 円 /1 区間 または、
　　　 バルちょいチケ 1 枚 /1 区間
           （小学生以上）　＊幼児無料

伝法橋、 京橋駐車場、 雑賀橋をシャ
トル運行します。 船に乗って、 普段は
見られない景色を見ながら、 まちなか
を移動してみませんか。

銘酒 「世界一統」 がつくられるリアル
な現場を体験できます。
船の上で、 おいしいお弁当とお酒を楽
しみながら、 非日常も味わえる大満喫
ツアーです ！ 唐舩御船歌連中さんの
船歌によるお見送りも ！

【時間】 16:30～18:30
【集合場所】 京橋プロムナード
【出発場所】 京橋駐車場
【料金】
お弁当とソフトドリンクセット ： 3,500 円
お弁当とビール ・ 酎ハイセット ： 4,500 円
＊乗船料金と酒蔵見学が含まれます。
【定員】 13 名
【予約】 ゆたか旅案内所まで
TEL ： 073-422-0048
FAX ： 073-422-0068
＊申込・キャンセルは 10/16（火）19:00 まで。
　それ以降はキャンセル料 100%

大きなダンボールの迷路です。
無事にゴールできるかな ？
【時間】 11:00～17:30
【場所】 京橋プロムナード
【料金】 100 円

13:00　朝鮮初中級学校 （合唱）

13:30　HoneyGOLD （ライブ）

14:00　日本けん玉協会和歌山県支部

　　　　（けん玉パフォーマンス）

15:00　パピリオン （ライブ）

15:30　マグロ解体ショー

16:00　マグロふるまい

17:00　ビンゴ大会

17:30　HoneyGOLD （ライブ）

18:00　唐舩御船歌連中 （船歌）

18:30　パピリオン （ライブ）

19:00　Duo ♪Shinan ～ （ライブ）

＊ステージの出演者 ・ タイムスケジュール
　は変更する場合があります。

和歌山市の城下町、 京橋の上に宝箱が
出現！ヒントをたよりに、 まちなかの各所
をめぐり、 謎を解き、 宝箱をあける数字
を探し出そう ！
【時間】 11:00～14:30 （３０分毎に出発）
【受付場所】 京橋プロムナード
【料金】 ８００円 （謎解きキット、 シャトル
船代、 ダンボール迷路代含む）
＊最終ゴール締切は 17:00 です。

和歌山県住みます芸人わんだーら
んどがなんとマグロ解体芸人として
デビュー ！ みなさんの目の前でマ
グロをさばきます。 マグロの無料ふ
るまいあり ！ 
【時間】 15:30～
【場所】 京橋プロムナード ステージ

昨年 8 万人を動員した 「フェスタ・ルー
チェ」 が出張 ！ かわいいフォトスポット
が出現します。 カップルにもオススメ ♡
【点灯時間】 17:00～21:00
【場所】 京橋駐車場

「1 つのライトでいつもの景色が変わる」
夜の水辺が変わる瞬間をぜひご覧ください。
【点灯時間】 17:00～23:00
【場所】 伝法橋～中橋の遊歩道や橋の一部

今注目の人気アクティビティ 「SUP」。
ボードに立ってパドルを漕いで、
水上を大満喫♪
○SUP 体験
【時間】 11:00～13:00
　　　 15:00～17:00
【料金】 1,000 円 （２０分）
○SUP クルージングツアー
【時間】 13:00～15:00
【料金】 2,000 円 （限定５艇）
　　　持込 SUP500 円
＊体験、 ツアーともに集合場所は
   京橋駐車場

WAKAYAMA MIZUBE CHALLENGE
日時：2018 年 10 月 20 日（土）11:00～21:00
　　　＊プログラムにより変わる
場所：京橋プロムナード～その周辺
　　　（市堀川の水辺）
《小雨決行》

官民の垣根を超え、主体的な市民参加で和
歌山の創造的水辺の未来について語り合う
場であり、水辺に関わる活動を推進する団
体です。
まちなかと水辺が、人にとってオモシロく、
ワクワクしていごこちの良い場所になるこ
とを目指していきます。

市堀川沿いに期間限定で水辺のオープン席
が利用可能な飲食店が登場します。
水辺でたたずみ、お酒や食事を楽しんだり、
クルーズや夜景をながめたりして、水辺で
おしゃれに過ごしてみてください！
【期間】2019 年 3月末まで
【参加店】Bar 風 Grass、meat×meet... 他

わかやま水辺プロジェクトとは？

ワカリバテラスが登場！

ST
AG
E TIME TABLE

SUP CAFE
11:00～21:00
@ 京橋駐車場

会場 MAP


