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平成２６年「海の月間」を中心に計画されている行事および広報活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「海の月間」推進委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局：（公財）日本海事広報協会

＜海ﾌｪｽﾀ＞＜海ﾌｪｽﾀ＞＜海ﾌｪｽﾀ＞＜海ﾌｪｽﾀ＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海フェスタ京都

～京都と結ぶ海の道～

第11回海フェスタ実行委員

会

7/19～8/3

舞鶴市

福知山市、綾部市、

宮津市、京丹後市、

伊根町、与謝野町

「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」として位置付けら

れた「海の日」を祝う「海フェスタ」を京都府北部地域で開催することにより「海の

京都」を全国に発信するとともに、質の高い観光の提供を基本コンセプトとし、京

都府北部地域のさらなる活性化に繋げる契機とする。

海フェスタ京都推進本部事務局（舞鶴市役

所企画政策課内）

電話:0773-66-0028

FAX:0773-62-5100

海の総合展(展示） 〃 〃

舞鶴市赤れんがパー

クエリア

海によってもたされた恩恵をテーマに、豊かな国民生活を支えるため重要な海運

をはじめとする輸送体系、世界に誇る海事産業、未来へ伸びゆく港湾など、関

西経済圏の日本海側物流拠点・観光拠点としての舞鶴港の重要性を発信す

る。

〃

海の総合展(セミナー） 〃 〃 〃

海運、海上保安、気象関係、海洋環境、海事産業、観光など多岐にわたる分

野のセミナーを実施する。

〃

海面清掃兼油回収船「Ｄｒ．海洋」一般

公開

国土交通省 近畿地方整備

局 神戸港湾空港技術調査

事務所

7/19.20 舞鶴西港第2埠頭 海面清掃兼油回収船「Ｄｒ．海洋」の一般公開を実施する。 〃

海事法令手続き等の無料相談事業 (一社)日本海事代理士会 7/19～8/3

舞鶴市赤れんがパー

クエリア

海事代理士は、海の法律家と呼ばれて管海官庁に、海事に関する諸手続きを

行っている。社会貢献事業の一環として、小型船舶等の海技資格の取得や船

舶の売買・相続や旅客船事業の認可など海事関係のよろず相談窓口を設け、

会場に来られた方の質問・相談を受ける。

〃

「かいれい」舞鶴港一般公開 （独）海洋研究開発機構 7/20 舞鶴西港第3埠頭 深海調査研究船「かいれい」の一般公開を実施する。 〃

港湾施設見学会

第11回海フェスタ実行委員

会

7/25.26

舞鶴港内（西港・東

港）

遊覧船により港内施設の見学を実施する。 〃

練習帆船（海王丸）の一般公開等 (独)航海訓練所 7/26 舞鶴港 舞鶴港に寄港し、練習船「海王丸」のセイルドリルおよび一般公開を行う。 〃

国際物流シンポジウム

第11回海フェスタ実行委員

会

7/30

舞鶴市商工観光セ

ンター

京都舞鶴港を核とした物流振興のためのシンポジウムを開催する。。 〃

＜全国各地＞＜全国各地＞＜全国各地＞＜全国各地＞

1.イベント1.イベント1.イベント1.イベント

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先
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洋上救急慣熟訓練

（公社）日本水難救済会

洋上救急センター各地方支

部

５月～２月 全国各地

医師や看護師が巡視船やヘリコプターに乗り組み、動揺や騒音等の悪条件下

における救命治療等の訓練を行う。

主催＝日本水難救済会・洋上救急センター各地方支部　　　協力＝海上保

安庁、管区海上保安本部

「実感！マリーンウィーク’14」

主催＝（一社）日本マリーナ

ビーチ協会　　協賛＝（一財）

日本海洋レジャー安全・振興

協会、（公財）日本セーリング

連盟、（一社）日本マリン事

業協会、（公財）マリンスポー

ツ財団

5/1～10/31

全国各地のマリーナ

フィッシャリーナ、港

湾、漁港、河川、湖

など

マリンスポーツ・レジャーの認知の促進、自然環境と共生の理解、また地域の活

性化等を図る為体験乗参加機会を提供するイベント。（内容）1.ヨットモーター

ボート等体験乗船2.海の駅クルージング体験3.スクール体験（ボート免許教室、

ヨット教室）4.プレイ体験（釣り、ウェイクボード、カヌー等）5.安全学習と自然環境

体験6.地域振興イベントと共催イベント（フリーマーケット等）等。

「水辺の安全教室」

B&G財団

全国のＢ＆Ｇ海洋センター・

海洋クラブ

通年

B&G海洋センター・

海洋クラブ　小学校

のプールなど

ライフジャケットの浮遊体験やペットボトルでの救助方法など海や川の安全教育

活動を行う。

2.広報・周知活動等2.広報・周知活動等2.広報・周知活動等2.広報・周知活動等

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

ミス日本「海の日」によるキャンペーン 海事関係団体連絡会 6月～8月 全国各地

ミス日本「海の日」を起用して「海の日」「海の月間」キャンペーン活動を展開す

る。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

海や水辺をきれいにするキャンペーン

推進委員会、（公財）日本海

事広報協会

6月～9月 全国各地

海洋環境の保全に対する関心を高めるボランティア等の協力を得て「ビーチ

ウォーク＆クリーンアップ大作戦」等、港湾・海浜・マリーナ等の清掃活動を行う。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

広報活動

推進委員会、（公財）日本海

事広報協会

6月下旬～ 全国各地

　「海の月間」「海の日」等のポスターを作成し、配布及び掲示する。また、関係

各所に掲出依頼を行う。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

無料健康相談等 (一社)日本海員掖済会 7/1～31

全国の同会の各病

院・診療所内及び

最寄港

船員等を対象に、健康相談、検査、処置、投薬を無料で行う。

「海の日」旗の掲揚

推進委員会、日本小型船舶

検査機構、（公財）日本海事

広報協会、海事関係団体連

絡会

「海の月間」中 全国各地 「海の日」の旗の掲揚を提唱する。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

字幕の掲出

推進委員会、国土交通省、

海上保安庁、（公財）日本海

事広報協会、（一財）海上災

害防止センター

「海の月間」中 全国各地 官公庁、海事関係会社、船舶等に字幕を掲出する。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

2014「豊かなウォーターフロント」フォトコン

テスト

(公社)日本港湾協会 7/1～9/30 全国

港湾・海岸に埋もれた歴史の発掘や港の役割の重要性、港における独特な観

光資源の案内など、国内外への紹介にも役立つ作品を募集する。

小型船舶への受検指導 日本小型船舶検査機構 7/1～31

全国の主要港湾、

湖等

海上保安部、水上警察署、小型船舶安全協会、PW協会等の協力を得て、

水上等から小型船舶に対する受検指導・安全思想の啓蒙活動を実施する。

安全講習会への参加 日本小型船舶検査機構 7/1～31 全国の漁協等

安全講習会等に講師を派遣し、受検指導・安全思想の啓蒙活動を実施す

る。

業務用車による広報 日本小型船舶検査機構 7/1～31

全国の主要港湾、マ

リーナ等検査実施場

所

「海の日・海にひろがる夢・みらい」シールを業務用車のドアに貼付し、検査・登

録業務の実施時に全国の主要港湾、マリーナ、漁港等を巡回し、広報活動を

実施する。
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若者の水難救済ボランティア教室

（公社）日本水難救済会、都

道府県水難救済

7月～8月 全国各地

7～8月を中心に若者の水難救済ボランティア教室を開催し、小・中学生等の若

者に海での安全意識の向上を図るともに水難救済ボランタリー思想の普及啓発

を行う。　　　　　　主催＝日本水難救済会、都道府県水難救済会　　後援＝

国土交通省、海上保安庁、消防庁

旅客船事業の広報及び振興

日本旅客船協会及び各地

区旅客船協会並びに全国会

員事業者

7月 全国

子供用パンフレット「日本の旅客船」を作成し、全国各地で開催される船に係る

イベント等で使用する。

平成２６年度全国海難防止強調運動

（公社）日本海難防止協会

（公財）海上保安協会

海上保安庁

7/16～31 全国 海の事故防止に係る啓発活動を実施。

新聞「海の日」特集号の発行 （公財）海上保安協会 7/17(発行予定） 全国規模

海上保安協会が発行する「海上保安新聞」にて「海の日」特集号を組み、広報

活動を行う予定。

パンフレット作成・配布「平成26年度版内

航海運の活動」

日本内航海運組合総連合

会

7/21 全国 「海の日」に発行し、内航海運の現状と活動を広く業界内外にＰＲ。

船員労働安全衛生月間 (一社)日本海員掖済会 9/1～30

全国の同会の各病

院・診療所内及び

最寄港

船員無料健康相談所の開設、訪船診療、講演会等。

歳末無料健康相談 (一社)日本海員掖済会 12/1～31

全国の同会の各病

院・診療所内及び

最寄港

船員等を対象に、健康相談、検査、処置、投薬を無料で行う。

3.その他3.その他3.その他3.その他

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

汽笛の一斉吹鳴

推進委員会、国土交通省、

海上保安庁、（独）航海訓練

所、（一財）海上災害防止セ

ンター

「海の日」 全国各地

「海の日」正午を期して、汽笛の一斉吹鳴（10～30秒の長音を1回）を実施す

る。

海事施設の見学会

推進委員会、（公財）日本海

事広報協会

「海の月間」中 全国各地 博物館、水族館、港湾施設等の海事諸施設の見学会を行う。

船員慰労、慰問関係 推進委員会 「海の月間」中 全国各地 在港船舶及び傷病入院中の船員等に記念品の贈呈を行う。

青い羽根募金強調運動期間

（公社）日本水難救済会、都

道府県水難救済会

7月～8月 全国各地

「海の日」を中心に7～8月を「青い羽根募金強調運動期間」として募金活動を

実施する。

主催＝日本水難救済会、都道府県水難救済会　後援＝国土交通省、海上

保安庁、消防庁、水産庁

（公社）日本水難救済会

03-3222-8066

海に関する国民意識調査2014 （公財）日本海事センター

7月上旬発表予

定

全国

国民の海に関する意識の現状を把握し、今後の海事思想の普及に向けた方策

を探るため、全国の男女1,000名を対象に、郵送によるアンケート調査を実施す

る。

（公財）日本海事センター

03-3263-9421

海事関係功労者の表彰 地方運輸局等 7月 全国各地

海事功労の顕著な者及び海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動に対

する表彰及び祝賀会を開催する。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

旅客船事業の広報及び振興

日本旅客船協会及び各地

区旅客船協会並びに全国会

員事業者

7/21 全国

日頃、旅客船になじみのない子供達に船旅を体験してもらうため「海の日におけ

る小学生運賃無料キャンペーン」を全国会員事業者に呼びかけ、実施する。
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日本海洋少年団地区大会 (公社)日本海洋少年団連盟 7月下旬～ 各地区

　当連盟に加盟する地区連盟が主催する地区大会に傘下の海洋少年団が参

加し、日頃の訓練の成果をもとに、手旗、ロープワーク等の技を競い合うととも

に、団員間の友情を育むなど、成長期にある少年少女達の心身の健全な育成

を図る。

(公社）日本海洋少年団連盟

03-3553-1818

＜北海道地区＞＜北海道地区＞＜北海道地区＞＜北海道地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

フラワーポート事業 釧路海の月間実行委員会 ６～９月 釧路川河畔

港湾、空港を花で飾り、訪れる観光客などに親しんでもらうフラワーポート事業に

参画し、港湾の美化を推進する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

広報活動 室蘭運輸支局

6月下旬（月間）

7月中旬（表彰）

室蘭市政記者会

報道機関に対し、海の日、海の月間の趣旨及び実施行事等についてＰＲを依

頼する。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

海事関係功労者の表彰

北海道運輸局

各運輸支局

７月 北海道内各地 海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催する。

北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業

課

011-290-1011

体験乗船

北海道運輸局

北海道旅客船協会

7/1 北海道羽幌町

羽幌小学校の小学生を対象に島民の生活に欠かすことのできない羽幌・天売

航路に体験乗船し、運航している船舶やそこで働く船員等について学習をするこ

とで、その必要性や重要性への理解を深める。

北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業

課

011-290-1011

海の日記念フォトコンテスト、写真展 「海の日を祝う会」 7月～8月

函館港

（写真展は場所未

定）

「港の賑わいと景観」をテーマにフォトコンテストを実施し、入賞作品による写真展

を開催。

函館市港湾空港部港湾空港振興課

Tel：0138-21-3493

函館みなとパネル展 函館開発建設部 7月中 函館港

函館港の歴史や役割とともに、各施設が建設されるプロセス等をパネル展により

紹介し、市民ほかの来訪者に港に対する理解を深めてもらう。

函館開発建設部函館港湾事務所

Tel：0138-41-4156

（内線34）

海の日記念写生会 「海の日を祝う会」 7月中 函館港

子供たちによる函館港寄港中のクルーズ客船の写生会を開催し、同船の次回

寄港時に表彰式を開催。

函館市港湾空港部港湾空港振興課

Tel：0138-21-3493

クルーズ客船入港歓迎イベント

函館地区クルーズ振興協議

会、函館港利用促進協議会

7月中 函館港 クルーズ客船「サン・プリンセス」「飛鳥Ⅱ」の入港歓迎イベントを開催。

函館市港湾空港部港湾空港振興課

Tel：0138-21-3493

字幕等の掲揚

室蘭港海の日会

室蘭運輸支局

7/1～31

合同庁舎前

港内船舶

室蘭市内

「海の月間」字幕及び港内船に、「海の日旗」を掲揚し海の月間をＰＲする。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

ライトアップ 室蘭港海の日会 7/1.10.16 測量山 測量山のライトアップにより海の月間及び海の日をＰＲする。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

港湾清掃（予定） 根室港海の日の会 7月中 根室港 海のフェスティバル開催前から期間中、会場周辺の港湾地帯を清掃する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

平成２６年度北海道海難防止・水難救

済センター「全道大会」

（公社）北海道海難防止・水

難救済センター

7/2

北海道釧路市厚岸

町

実践的海難救助訓練の実施・海難防止啓蒙活動。

主催＝北海道海難防止・水難救済センター　　　協力＝第一管区海上保安

部

造船所見学及び港内遊覧

函館どつく

室蘭港海の日会

室蘭運輸支局

7月上旬

函館どつく室蘭製作

所

室蘭港内

小学生を対象に函館どつく㈱の施設見学及び港内遊覧を実施する。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

港湾・海浜清掃 釧路海の月間実行委員会 7月上旬

西港区第4埠頭岸

壁及び海浜

港湾関係者等により、釧路港の港湾地帯及び海浜のゴミ拾いを実施する。

釧路運輸支局

0154-51-0057
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海浜清掃

稚内西中学校

稚内海上保安部

稚内港海の月間実行委員

会

7/9

午後

坂の下海水浴場 坂の下海水浴場において、清掃活動を実施。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

0162-23-5047

児童絵画展

海の月間苫小牧地区実行

委員会

7/10～13

苫小牧市民活動セ

ンター

市内の小学生を対象に「苫小牧の港」をテーマとした絵画を募集し苫小牧駅前

プラザ「egao」において絵画展を実施、入選者の表彰式を実施。

海の月間苫小牧地区実行委員会

0144-57-6997

フェリー体験航海

稚内港海の月間実行委員

会

7/12

（予定）

稚内～礼文島　（予

定）

市内小学校児童を対象にフェリー体験航海を実施する。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

0162-23-5047

水上オートバイ・スーパーキッズボート体験

乗船会

（公財）マリンスポーツ財団 7/12.13

北海道砂川市（遊

水池）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ、モーター

ボート）展示ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団

03-3454-1151

海に係わる映画の上映（予定） 釧路市 7月中旬 釧路市立図書館

釧路市立図書館視聴覚室に於いて、海に係わる映画を特集し上映する（無

料）。

釧路運輸支局

0154-51-0057

「海のフェスティバル」（予定）

釧路運輸支局

根室港海の日の会

7月中旬

9:00～

根室漁業協同組合

上屋

「海のフェスティバル」開催（ヨーヨー釣り等、啓発資料及び風船等グッズ類の配

布など）。

釧路運輸支局

0154-51-0057

港内見学会

釧路運輸支局

釧路市

釧路開発建設部

釧路海の月間実行委員会

7/17

（予定）

釧路港西港

釧路市内の小学生高学年を対象に船舶及びバスによる港内見学会を実施す

る。

（今年度は中央小学校５年生３５名・先生３名を予定）

釧路運輸支局

0154-51-0057

こども＆おとなのお天気教室（仮題） 函館地方気象台 7/19 函館市美原

お天気教室を３回実施（２回は親子向け１回は大人向け）、各回定員30名（事

前申込が必要）。

魚拓づくり体験講習会

登別魚拓同好会

室蘭港海の日会

7/19～20

白鳥大橋記念館

「みたら」

登別魚拓同好会の会員がサポートする、一般市民向けの魚拓づくり講習会を

実施する。

登別魚拓同好会

0143-86-1493

マリンフェスタ in 小樽

14 マリン・フェスタ in 小樽実

施機関連絡会

7/20

北海道小樽市

小樽築港臨海公園

各種マリンスポーツ体験操船（スーパーキッズボート、モーターボート）、展示ブース

等を行う。

北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業

課

011-290-1011

親子セミナー 北海道運輸局

7/20

10;00～

新日本海フェリー

ターミナル

マルチホール（3F）

小学校高学年と保護者を対象に、海事産業や船員の仕事に対する理解、認

知度向上を目的に親子セミナーを開催する。

北海道運輸局海事振興部船員・労政課

011-290-1014

海開き 稚内市

7/20

（予定）

坂の下海水浴場 坂の下海水浴場において、海開きを実施。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

0162-23-5047

クルーザーボート体験クルーズ エンルムマリーナ室蘭

7/20

9:30～12:00

エンルムマリーナ室蘭 市民を対象にクルーザーボートの体験クルーズを開催する。

むろらん港鉄人船漕ぎ大会

むろらん港鉄人船漕ぎ大会

実行委員会

室蘭市港湾部

室蘭港海の日会

7/20 入江埠頭

室蘭港の「みなとまちづくり」の一環として、地域住民の海と港に対する親しみと

関心を深めてもらうため、船漕ぎ大会を開催する。

むろらん港鉄人船漕ぎ大会実行委員会

0143-23-0102

汽笛の一斉吹鳴

稚内港海の月間実行委員

会

7/21

正午

稚内港内 稚内港内に停泊中の船舶が、７月２１日正午から２０秒間汽笛吹鳴を行う。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

0162-23-5047

汽笛の一斉吹鳴

室蘭港海の日会

室蘭運輸支局

7/21 室蘭港 室蘭港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴を行う。

室蘭運輸支局

0143-23-5001
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パネル展 室蘭開発建設部 7/21

白鳥大橋記念館

「みたら」

海の日記念イベントとして「港湾の役割」のパネル展を実施する。

室蘭開発建設部　室蘭港湾事務所

0143-27-3165

室蘭港ポートウォッチング 室蘭開発建設部 7/21

室蘭港内

乗船受付：「みたら」

港湾業務艇「みさご」を利用した室蘭港内遊覧を実施する。

室蘭開発建設部　室蘭港湾事務所

0143-27-3165

水族館の無料開放

室蘭観光協会

室蘭港海の日会

7/21 市立室蘭水族館 市立室蘭水族館の無料開放日に、来場者へ記念品を配布する。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

灯台の一般公開 室蘭海上保安部 7/21 チキウ岬灯台 チキウ岬灯台の一般公開を行う。

室蘭海上保安部

0143-23-0118

海の日コンサート

めだかの学校

室蘭港海の日会

7/21 中央埠頭

クルーズ客船「サン・プリンセス」入港日にあわせ、海にちなんだ歌を参加者船員

で歌う。

クルーズ客船「サン・プリンセス」見送り放

水

室蘭港海の日会

室蘭市港湾部

7/21 中央埠頭 クルーズ客船「サン・プリンセス」の見送りのため、港内通船からの放水を行う。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

汽笛一斉吹鳴

室蘭運輸支局苫小牧海事

事務所

7/21

12:00

苫小牧港(西港区及

び東港区)

海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛一斉吹鳴を実施。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所

0144-32-5901

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局

7/21

12:00

（予定）

釧路港 海の日の正午に釧路港在港船による汽笛の一斉吹鳴を実施する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局

7/21

12:00

（予定）

根室港 海の日の正午に根室港在港船による汽笛の一斉吹鳴を実施する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴 「海の日を祝う会」 7/22 函館港 午前9時に函館港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴を実施。

函館運輸支局運航担当

Tel：0138-49-9901

海上安全祈願祭 「海の日を祝う会」 7/22 船魂神社 海事関係者等が参集し、船魂神社本殿において、安全祈願祭を実施。

函館運輸支局運航担当

Tel：0138-49-9901

安全祈願祭 室蘭港海の日会 7/22 室蘭八幡宮 海上航行、港湾関係労働者の安全祈願祭を行う。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

「海の日」式典、祝賀会

室蘭港海の日会

室蘭海上保安部

室蘭運輸支局

7/22 ホテルセピアス花壇 海事関係功労者の表彰式及び祝賀会を開催する。

室蘭運輸支局

0143-23-5001

海の日記念式典 海の日を祝う会 7/22

函館市

五島軒本店

海事功労者表彰を行う。

港の清掃活動「クリーン作戦」

函館港湾振興会、海の日を

祝う会

7/23 函館港各埠頭 港湾関係者による港の清掃活動。

宗谷岬灯台の一般公開

稚内海上保安部

稚内港海の月間実行委員

会

7月下旬

（予定）

宗谷岬灯台 灯台の一般公開。

稚内海上保安部　交通課

0162-24-8810

海の絵画展

室蘭観光協会

室蘭港海の日会

7/25～8/1 室蘭観光協会

全国中学生海の絵画コンクール（海事広報協会主催）の西胆振地区の中学生

から応募のあった絵画を展示する。

室蘭運輸支局

0143-23-5001
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在港船訪船慰問

海の月間苫小牧地区実行

委員会

7/25

苫小牧港(西港区及

び東港区)

一日港長及び一日船長（ハスカップレディ）を含んだ海の月間苫小牧地区実行

委員会メンバーによる在港船訪船慰問を実施。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所

0144-32-5901

一日港長及び一日船長の任命式

海の月間苫小牧地区実行

委員会、室蘭海上保安部苫

小牧海上保安署

7/25 苫小牧港

ハスカップレディへの一日港長及び一日船長任命式を実施、引き続き巡視艇等

による港内パトロールを実施。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所

0144-32-5901

釧路みなとパネル展 釧路開発建設部 7/25～27

釧路市観光国際交

流センター（予定）

釧路港の歴史や港の機能をパネルにして展示する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

児童絵画展及び表彰式 釧路海の月間実行委員会

展示期間：7/25

～27

表彰式：7/25.

16：00（予定）

絵画展：釧路市観

光国際交流センター

（予定）

表彰式：釧路プリン

スホテル（予定）

釧路市内の小学生を対象に海をテーマにした絵画の募集を行い、展示する。ま

た、優秀な作品については表彰する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

函館港で活躍する官庁船見学会 函館運輸支局

7/26

10:00～14:00

函館港豊川ふ頭

函館港在籍の官庁船の一般公開や船上からの港見学会を開催し、官庁船の

役割や港の施設を知ってもらう。

函館運輸支局運航担当

Tel：0138-49-9901

街頭広報及びクイズラリー 釧路海の月間実行委員会

7/26

（予定）

釧路市観光国際交

流センター（予定）

霧フェスティバルにあわせ、街頭広報（観葉植物・うちわ等の配布）及び海に関す

るクイズラリーを実施する。

釧路運輸支局

0154-51-0057

「海の日」記念写生会 海の日を祝う会 7/27

函館港

港町埠頭

子ども達によるクルーズ客船の写生会を実施し、次回寄港の際に表彰式を行

う。

月形町　夏まつり　マリンスポーツ体験乗

船会

（公財）マリンスポーツ財団 7/27 北海道月形町

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ）、展示

ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団

03-3454-1151

苫小牧港ポートウォッチング

海の月間苫小牧地区実行

委員会、室蘭開発建設部苫

小牧港湾事務所

7/28～30 苫小牧港

市内の小学生と保護者を対象に室蘭開発建設部所有の測量船「はやぶさ」に

より遊覧体験航海を実施。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所

0144-32-5901

灯台の一般公開 函館海上保安部 未定 恵山岬灯台 灯台の一般公開。

函館海上保安部交通課

Tel：0138-42-5658

親子で楽しむ函館港クルージング 函館運輸支局

8/2

9:30～10:00

函館市西波止場

親子で遊覧船に乗船し、函館港内のいろいろな施設や船舶を見学しながら、海

に親しんでもらう。

函館運輸支局運航担当

Tel：0138-49-9901

稚内港で活躍する船舶の一般公開

稚内海上保安部、稚内開発

建設部稚内港湾事務所、北

海道、稚内警察署、稚内港

海の月間実行委員会

8/2

（予定）

稚内港北埠頭

稚内港で活躍する船舶の一般公開を実施。

港湾業務艇によるみなと見学会を実施する。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚内庁舎）

0162-23-5047

稚内灯台の一般公開

稚内海上保安部

稚内港海の月間実行委員

会

8月上旬

（予定）

稚内灯台（ノシャップ

岬）

灯台の一般公開。

稚内海上保安部交通課

0162-24-8810

第１８回「海の日」記念　フォトコンテスト

および写真展

海の日を祝う会

フォトコンテスト：

8/8締め切り

写真展：9/24

函館市アクロス十字

街（写真展）

「海の賑わい」をテーマとしたフォトコンテストを実施。

海の日を祝う会事務局

函館市港湾空港部内

0138-21-3493
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石狩湾新港開港２０周年

帆船「海王丸」寄港イベント

石狩湾新港開港２０周年記

念事業実行委員会

8/22〜24

石狩湾新港

西埠頭

海王丸入船式のほか関係イベントを開催。

石狩湾新港管理組合

０１３３−６４−６６６１

＜東北地区＞＜東北地区＞＜東北地区＞＜東北地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事関係功労者の表彰 地方運輸局等 7月

東北各地（宮城県

仙台市、青森県青

森市及び八戸市、

岩手県宮古市及び

釜石市、秋田県秋

田市、山形県酒田

市、福島県いわき

市)

海事功労の顕著な者及び海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動に対

する表彰式を開催する。

「海の日」海事関係功労者等表彰式

各運輸支局、海事事務所ほ

か

未定 未定 海事関係功労者(大臣表彰及び局長表彰)に対する表彰状の伝達及び授与。

○青森県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

船員慰問

青森港振興協会、青森運輸

支局、船舶代理店

月間中 青森港 青森港内の在港船を訪船し船員に記念品を進呈。 青森運輸支局海事部門017-739-8112ほか

「海の月間」広報

青森運輸支局、青森港湾事

務所、青森海上保安部、青

森港振興協会、海上保安協

会青森支部、海事広報協会

月間中

関係事業所、公共

施設等

「海の日」及び「海の月間」のポスターを官公署及び関係業界等に配布し、掲

示。青森市の広報に（７月１日号）に各種行事を掲載する。メモリアルシップ八甲

田丸に「海の日」、「海の月間」の旗及び字幕を掲示。

青森運輸支局海事部門017-739-8112ほか

青森港「海の日」図画コンクール 青森港振興協会

未確定（7月中

旬～8月下旬）

八甲田丸船内

青森市内の小学生を対象に「海」をテーマに図画コンクールを実施し優秀作品

を展示。

青森港振興協会

017-734-5415

青森安潟みなとまつり2014

青森安潟みなとまつり実行委

員会

未確定（7月中

～下旬）

青森港、青い海公

園

青森港海のボート天国、ステージイベントほか。

青森安潟みなとまつり実行委員会（青森商工

会議所経営相談課）017-734-1311

第27回青函カップヨットレース

青函カップヨットレース実行委

員会

7/19.20

函館港→青森港、

浅虫沖、函館港七

重浜沖

外洋帆走艇部門レース、ディンギー部門レース。

青函カップヨットレース実行委員会

017-738-8317

八甲田丸港フェスタ

NPO法人あおもりみなとクラ

ブ・青森港振興協会

7/20.21

青函連絡船メモリア

ルシップ八甲田丸及

び周辺ウォーターフロ

ント地区

青森港及び歴史的な産業遺産ともいえる青函連絡船を再認識し、港の賑わい

を取り戻すことを目的に実施。

NPOあおもりみなとクラブ

017-735-8150

海上自衛隊護衛艦一般公開 八戸港海の日行事協賛会

7/20.21

9:00

八戸港　八太郎Ｐ

岸壁

艦内一般公開、体験航海 自衛隊　八戸地域事務所　0178-45-1920
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むつ研究所施設一般公開 （独）海洋研究開発機構 7/20

海洋研究開発機構

むつ研究所

海洋研究開発機構むつ研究所の施設一般公開を行う。

海洋研究開発機構むつ研究所

0175-25-3811

汽笛一声吹鳴 〃 7/21正午 八戸港 港内停泊中船舶による汽笛の一声吹鳴。 八戸海事事務所0178-33-0718

灯台公開 八戸港海の日行事協賛会

7/21

9:00

鮫角灯台 １日灯台長任命、花束贈呈等。 八戸海上保安部　0178-33-1222

海事関係功労者表彰式 八戸港海の日行事協賛会

7/22

15:30

八戸シーガルビューホ

テル

記念式典、表彰式、祝賀会。

八戸港海の日行事協賛会実行委員会（事

務局：八戸港湾運送(株)0178-29-3111）

在港船舶訪問 八戸港海の日行事協賛会

7/22

9:30

八戸港 商船等訪問、タオル配布等。

八戸港海の日行事協賛会実行委員会（事

務局：八戸港湾運送(株)0178-29-3111）

傷病船員慰問 八戸港海の日行事協賛会

7/22

13:00

八戸市内病院 見舞品配布等。

八戸港海の日行事協賛会実行委員会（事

務局：八戸港湾運送(株)0178-29-3111）

「海の日」記念式典並びに表彰式

青森運輸支局、青森港湾事

務所、青森海上保安部、青

森港振興協会、海上保安協

会青森支部

7/23 ホテル青森

海事関係者の参加のもと、平成26年「海の日」の記念式典を行い海事功労者

等の表彰等を実施。併せて小学生図画コンクールの金賞受賞者等（青森港

長、青森港湾事務所長特別賞）の表彰を実施。

青森港振興協会（青森市都市整備部交通

政策課）017-761-4182、青森運輸支局海

事部門017-739-8112

海難殉職者慰霊法要 八戸港海の日行事協賛会

7/23

10:30

八戸市内（福昌寺） 法要　記念品配布

八戸港海の日行事協賛会実行委員会（事

務局：八戸港湾運送(株)0178-29-3111）

○岩手県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

久慈みなと・さかなまつり

久慈みなと・夏まつり実行委

員会、久慈市漁業協同組合

7/27 久慈港

久慈港を主会場とした、海の恵みに触れるイベント。新鮮な魚介類の販売やス

テージイベントで、「久慈の海」の元気を発信。

久慈市商工観光課

0194-52-2123

○宮城県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

入院傷病船員慰問

”海の日”行事実行委員会、

海友婦人会気仙沼支部、気

仙沼船員福祉協会

７月 気仙沼市内の病院 慰問品を持参。

「海の日」行事実行委員会（気仙沼市水産

課）　　0226-226600

海難遺児家庭訪問 ”海の日”行事実行委員会 ７月 気仙沼市内

慰問品を持参。①市内に在住する当該小・中学生

　　　　　　　　　②過去１年間に海難遺児となった小・中学生（気仙沼港船籍）

「海の日」行事実行委員会（気仙沼市水産

課）　　0226-226600

学都「仙台・宮城」サイエンスデイ2014

特定非営利活動法人

natural science

7/20

東北大学川内北

キャンパス

大人から子供を対象に、科学を身近に感じてもらえる場を提供することを目的と

した、来場者数7000人（平成25年度実績）を超える大型イベント。体験型ブー

スと講座型プログラムからなる。仙台管区気象台も本イベントに出展し、展示の

一部として海に関する観測機器やパネルを展示予定。

特定非営利活動法人

natural science

TEL:022-721-2035

http://www.science-day.com/
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塩竈みなと祭り 塩竈みなと祭協賛会 7/21 宮城県塩竈市 神輿海上渡御、陸上パレード、前夜祭（花火大会）。

塩竈みなと祭り協賛会

022-361-1645

「海の日」海事関係功労者等表彰式

東北運輸局、東北地方整備

局、第二管区海上保安本部

7/22

14:００～15:00

仙台サンプラザ 海事関係功労者(大臣表彰及び局長表彰)に対する表彰状の伝達及び授与。

東北運輸局海事振興部海事産業課

022-791-7512

「海の日」海事関係功労者表彰式

気仙沼海事事務所、気仙沼

海上保安署

7/25 気仙沼ホテル観洋 海事関係功労者(大臣表彰及び局長表彰)に対する表彰状の伝達及び授与。 気仙沼海事事務所　　0226-22-6906

おてんき・じしん百科展2014 仙台管区気象台 8/10 仙台第3合同庁舎

天気や地震のことなど気象台が行っている仕事の紹介のほか、実験を通じて

様々な自然現象や科学的な知識が学べる、小学生以上を対象としたイベント。

展示の一部として海に関する観測機器やパネルを展示予定

仙台管区気象台

業務課広報係

022-297-8102

○秋田県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

のしろみなと祭り みなと祭り実行会 7/13 能代市

能代港の多様な利活用を通じた地域活性化のため毎年開催。国土交通省、

海上保安庁、海上自衛隊等ブース、船の一般公開、ステージライブなど。

能代商工会議所

0185-52-6341

みなとオアシス船川「海の日」記念事業 男鹿市

7/21

14:00～

男鹿市民ふれあいプ

ラザ「ハートピア」

「海の日」モデル地区認定証交付式、「海の日」記念講演。

秋田港海の祭典開会式・記念式典

秋田港海の祭典実行委員

会

7/26

13:00～

秋田市ポートタワー

セリオン・センターホー

ル

海事関係功労者表彰状の伝達及び授与。

秋田港海の祭典

秋田港海の祭典実行委員

会

7/26.27

秋田港、道の駅あき

た港周辺

海洋・海事思想の普及と秋田港振興・地域活性化のため、毎年開催。海の日

海事功労者表彰式、国土交通省、海上保安庁等ブース、船の一般公開・体

験航海、ステージライブ、花火大会など。

 秋田港海の祭典実行委員会事務局

018-845-5983

○山形県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事功労者表彰式・祝賀会

「海の日」記念事業実行委

員会

7/18 酒田産業会館 海事功労者表彰及び祝賀会を実施。 酒田市商工港湾課0234-26-5758

2014みなとオアシスまつり

「海の日」記念事業実行委

員会

7/26 酒田港本港地区

働く船の一般公開、（巡視艇一般公開等・酒田海上保安部)。「ゆるきゃら」との

写真撮影会など。

酒田市商工港湾課0234-26-5758

○福島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海の日」海事関係功労者表彰式

福島運輸支局、小名浜港湾

事務所、福島海上保安部

7/18

カルチェ  ド  シャン・

ブリアン

海事関係者の参加のもと、平成26年「海の日」海事関係功労者表彰式を実

施。



11/41

汽笛一声吹鳴 在港船舶 7/21正午 小名浜港 港内停泊中船舶による汽笛の一声吹鳴。

おなはま海遊祭

いわき花火大会実行委員

会・小名浜海遊祭委員会

7/26.27

小名浜港アクアマリン

パーク

「いわき花火大会(8/2)」のプレイベントとして開催される、海と港の魅力に触れあ

う市民参加型イベント。【開催内容(H25実施内容)】▽キッズボート体験操舵▽

ジェットスキー体験乗船▽ｼﾞｪｯﾄｽｷｰｱｸﾛﾊﾞｯﾄｼｮｰ▽巡視船一般公開▽よさこ

い･フラダンスｽﾃｰｼﾞ▽自衛隊展示▽背後企業展示▽みなとパネル展▽小名

浜港見学会。

いわき花火大会実行委員会

0246-53-5677

マリンスポーツフェスティバル　in　いわき （公財）マリンスポーツ財団 7/26.27

福島県いわき市（小

名浜港）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ等）、各

種マリンスポーツデモンストレーション（ジェットスポーツ、パワーボート）、展示ブース

等。

（公財）マリンスポーツ財団

03-3454-1151

＜関東地区＞＜関東地区＞＜関東地区＞＜関東地区＞

○東京都

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

ボランティアによる解説 船の科学館 土・日曜日

船の科学館

初代南極観測船

“宗谷”

“宗谷”船内で南極への航海や南極観測等についての解説を行う。

船の科学館　学芸課

03-5500-1113

海上保安庁音楽隊サマーコンサート 海上保安庁音楽隊

7/9

12：10～

12：55

日比谷公会堂小音

楽堂

（東京都千代田区）

公園内にある大噴

水の近くです。

入場無料、雨天中止。

海上保安庁政策評価広報室

TEL　03-3591-6361（代表）

「海の月間」海浜クリーンアップ 全日本海員組合 7/11（予定）

東京都・葛西海浜

公園西なぎさ

組合本部および支部がそれぞれ地元でクリーンアップを行う。本部では本部従業

員と近郊の船員OB会・全国海友婦人会が、海に感謝する気持ちを込めて毎

年実施している。参加者は約40人。

※支部の日程は各地区で異なる。単独開催ではなく、地元のクリーンアップに参

加する地区もある。

カヌー操船体験教室 船の科学館 7/13

船の科学館

体験教室プール

「海をあるく」気分に浸れるカヌーの魅力を体験。カヌーを自ら漕ぎ、浮力や復元

力といった船に関する基本的な知識も併せて学ぶ体験教室。

船の科学館　学芸課

03-5500-1113

我ら海の子展

①審査会②展示会③表彰式

(公社)日本海洋少年団連盟

①7月中旬

②8/7～9/3

③８月中旬

①ホテルニューオータ

ニ　②銀座ギャラリー

③国土交通省・ホテ

ルオークラ

　全国の児童や園児等から「船、海や船で働く人、海の環境保全や震災復興

など」をテーマにした絵画を募集し、7月中旬に審査会を実施。授賞した優秀作

品を銀座ギャラリーで約１月に渡り展示する。８月中旬に表彰式を開催し、９月

以降、国土交通省、アクアマリンふくしま、海の博物館等で展示することにより海

洋海事思想の普及に努める。

（公社）日本海洋少年団連盟

03-3553-1818

講談「南極第一次観測隊物語」 船の科学館 7/20

船の科学館

初代南極観測船

“宗谷”

講談師宝井梅福氏による講談。

船の科学館　学芸課

03-5500-1113

汽笛の一斉吹鳴

（一財）海上災害防止セン

ター

7/21 東京湾

「海の日」の正午を期して、停泊船が汽笛の一斉吹鳴（約10秒の長音を１回）

を実施する。

実施船「おおたき」、「きよたき」。

「海の日」表彰式典

関東運輸局東京運輸支局

関東地方整備局東京港湾

事務所

第三管区海上保安本部東

京海上保安部

7/23 日本科学未来館 海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。

東京運輸支局（青海庁舎）運航担当

03-5530-2320
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国際交流事業（派遣） (公社)日本海洋少年団連盟 7月下旬～ カナダ、韓国、香港

　国際海洋少年団協会に加盟するカナダ、韓国及び香港に公募した海洋少年

団員等を２週間程度派遣し、訓練、見学等をともに行うことにより交流を深め、

国際性豊かな少年少女達を育成する。

セーリングカヌー操船体験教室 船の科学館 7/27

船の科学館

体験教室プール

プロセーラー西村一広氏の指導による操船体験教室。

船の科学館　学芸課

03-5500-1113

海事関係功労者の祝賀会 海事関係12団体 7/30 東京都・海運クラブ

海事功労の顕著な者及び海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動に対

する表彰者に対し祝賀会を開催する。

B&G全国ジュニア水泳競技大会 B&G財団 8/2

東京辰巳国際水泳

場

全国の海洋センター、海洋クラブを利用する小・中学生を対象に日頃の練習の

成果を発揮する場として水泳競技大会を開催。

（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

広報課03-6402-5312

第29回日本の海洋画展

併設展：海に生きる者の絵画展

全日本海員福祉センター 8/4～10 東京芸術劇場

現代日本画壇の海洋画約50点と特別出品江藤哲作品4点よる絵画展。併設

展：海事関係者絵画35点を展示。

（一財）全日本海員福祉センター

03-3475-5391

“海と船”と遊ぼう！ （公財）日本海事広報協会 8/12～14

東京国際フォーラム・

地下ホール会場

「“海と船”と遊ぼう！」をテーマとしたイベント。大型ディスプレイを用いた操船ゲー

ムや、プレゼントがもらえるクイズラリー、ロープワーク、ペーパークラフトを行うワーク

ショップを実施予定。

（公財）日本海事広報協会

03-3552-5033

第16回ジャパン・インターナショナルシー

フードショー

(一社)大日本水産会 8/20～22 東京ビッグサイト

水産業における生産・加工・流通その他、関連の業界各位に対し、水産物の取

引機会を拡大、情報交換のための具体的な場と機会を提供する。

事務局／エグジビションテクノロジーズ㈱

03-5775-2855

第143回水路記念日特別展示 海上保安庁海洋情報部

9/8～10/3

3:00～17:00

※土日除く。

海洋情報資料館

（海上保安庁海洋

情報部庁舎1F）江

東区青海

海図などの展示予定。

第15回未来に残そう青い海・海上保安

庁図画コンクール作品展示

海上保安庁警備救難部環

境防災課

10月下旬～11

月上旬

中央合同庁舎2号

館ほか

本年度図画コンクール優秀作品99点余りを一般展示することで、広く国民に海

洋環境保全推進にかかる周知、啓発活動を実施します。

○神奈川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

国立高等専門学校（商船学科）5校合

同進学ガイダンス

(一社）日本船主協会 7/6

横浜市・山下公園

「氷川丸」

国立高等専門学校（商船学科）の先生や卒業生から船の仕事や将来性、入

試案内や学生生活など貴重で楽しい話を聞くことができる進学ガイダンスを開

催。

（一社）日本船主協会

03-3264-7178

人と海のフォトコンテスト

第25回マリナーズ・アイ展

全日本海員福祉センター 7/8～14

横浜赤レンガ倉庫1

号館2F

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係した写真を募集し、入賞作品約

120点を展示。

（一財）全日本海員福祉センター

03-3475-5391

「海の日」表彰式典

関東運輸局

川崎海事事務所

7/18 川崎マリエン 海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。

出港式

航海訓練所、関東運輸局、

関東地方船員対策協議会

7/19 横浜港（銀河丸） 遠洋航海出港見送り。

航海訓練所　総務課

045-211-7303
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横須賀うみかぜカーニバル2014

横須賀うみかぜカーニバル実

行委員会

（構成団体：横須賀市、（公

財）マリンスポーツ財団、マリス

クラブ湘南）

7/19.20

神奈川県横須賀市

(うみかぜ公園)

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ、モーター

ボート等）、展示ブース等。

ＳＡＺＡＮＡＭＩコンサート 海上保安庁音楽隊

7/21

開始時刻未定

横浜・八景島シーパ

ラダイス

（神奈川県横浜市）

アクアミュージアム前

の広場です。

コンサート会場は入場無料、雨天中止。

海上保安庁政策評価広報室

TEL　03-3591-6361（代表）

「海の日」表彰式典

関東運輸局

関東地方整備局

第三管区海上保安本部

7/22

横浜市開港記念会

館

海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。

関東運輸局海事振興部旅客課

045-211-7214

東京湾クリーンアップ大作戦横浜港特別

行事

関東地方整備局、第三管区

海上保安部、横浜市

7/26 横浜港新港ふ頭

 パネル展示、回収ゴミ展示を通じ、東京湾の環境保全の重要性を説明するこ

とにより地元からの理解、支援の拡大を期待する。

海と空と港の研究所夏の一般公開 国総研港空研

7/26

10:00～16:00

神奈川県横須賀市

(研究所構内)

津波を起こすことができる世界最大級の実験施設など多様な施設を公開、海・

空・港のことを学ぶ体験コーナーを予定。

046-844-5018　（国総研）

http://www.ysk.nilim.go.jp/（国総研）

046-844-5040　(港空研)

http://www.pari.go.jp/（港空研）

小田原みなとまつり 小田原市

未定

（昨年8/4）

小田原漁港 ブース設置・巡視艇うみかぜ体験航海。

小田原みなとまつり実行委員会事務局

0465-22-9227

真鶴竜宮祭 真鶴町 10/18 真鶴漁港 巡視艇うみかぜ体験航海。

江の島ハーバーフェスティバル 藤沢土木事務所

未定（昨年

10/19,20）

江の島ヨットハーバー ブース設置・巡視艇うみかぜ体験航海。

江の島春祭り 藤沢市観光協会

未定（昨年

3/15,16）

江の島ヨットハーバー ブース設置・巡視艇うみかぜ体験航海。

○千葉県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

さんさんフェスタ２０１４

県民の日海匝地域行事実

行委員会

7/5

10:00～14:00

千葉県東総文化会

館

ブース出展

ミニ制服着用体験など。

千葉県総務部海匝地域振興事務所

0479-62-0261

「海の日」犬吠埼灯台特別公開

銚子海上保安部

協賛　銚子市音楽祭実行委

員会

7/20

9:00～15:30

犬吠埼灯台

灯台・資料展示館の特別公開

地元音楽愛好家によるライブ

よさこい踊り　など。

銚子海上保安部　交通課

0479-24-6685

「海の日」表彰式典

関東運輸局千葉運輸支局

関東地方整備局千葉港湾

事務所

第三管区海上保安本部千

葉海上保安部

7/24 千葉港湾合同庁舎 海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。
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千葉港まつり 千葉港まつり実行委員会 7/24 未定

パネル展示や官船の体験乗船などを通し、市民や観光客が海や船に親しむ機

会を創出することで「海辺のまちづくり」への理解を広めることを目指す。

たてやま海まちフェスタ２０１４

たてやま海まちフェスタ実行委

員会，館山市，館山市教育

委員会

7/27

館山夕日桟橋及び

渚の駅たてやま，海

上自衛隊館山航空

基地，館山港（自衛

隊岸壁）

パネル展示や官船の体験乗船などを通し、市民や観光客が海や船に親しむ機

会を創出することで「海辺のまちづくり」への理解を広めることを目指す。

館山市商工観光課

0470-22-3606

第14回ウォーターフェスタin小見川 （公財）マリンスポーツ財団 7/27

千葉県香取市（黒

部川）

障害者体験クルーズ、各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、水

上スキー等）。

○茨城県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

ヨットフェスティバル霞ヶ浦2014 茨城県セーリング連盟 7/21 茨城県・霞ヶ浦

ディンギー・クルーザーレース。 茨城県ｾｰﾘﾝｸﾞ連盟

029-841-3038

「海の日」表彰式典

関東運輸局茨城運輸支局

関東地方整備局鹿島港湾・

空港整備事務所

第三管区海上保安本部茨

城海上保安部

7/23

第三管区海上保安

本部

茨城海上保安部

海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。

茨城運輸支局総務企画部門

029-247-5348

「海の日」表彰式典

関東運輸局茨城運輸支局

鹿島海事事務所

関東地方整備局鹿島港湾・

空港整備事務所

第三管区海上保安部茨城

海上保安本部鹿島海上保

安署

7/24 鹿島セントラルホテル 海事功労の顕著な者に対する表彰を開催する。

茨城運輸支局鹿島海事事務所

0299-92-2604

○静岡県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

マリンフェアin伊東マリンタウン

下田海上保安部伊東マリン

パトロールステーション

7/6

静岡県

伊東マリンタウン

海上保安庁ブース設置。

伊藤サンライズマリーナ

0557-38-7811

潜水事故防止安全講習会

下田海上保安部伊東マリン

パトロールステーション

7/12～13

静岡県

伊豆海洋公園

ダイバーに対する潜水事故防止安全講習会。

下田マリンフェスタ２０１４

下田市観光交流課

下田海上保安部管理課

7/19～21

静岡県

下田港

海上保安庁ブース設置。

下田市観光協会

0558-22-1531

マリンフェスタ・アタミ２０１４

マリンフェスタアタミ実行委員

会

下田海上保安部管理課

7/20

静岡県

熱海港、熱海親水

公園

海上保安庁ブース設置。

マリンフェスタアタミ実行委員会

090-7670-8552

石廊埼灯台一般公開 下田海上保安部交通課 7/20

静岡県賀茂郡南伊

豆町

ペーパークラフト配布

ミニ制服・大型双眼鏡設置等。

下田海上保安部交通課

0558-23-0145
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初島灯台一般公開 下田海上保安部交通課 7/21

静岡県

熱海市初島

ペーパークラフト配布

大型双眼鏡設置・パンフレット設置等。

下田海上保安部交通課

0558-23-0145

御前埼灯台特別公開 清水海上保安部

7/ 21

時間未定

御前埼灯台

ブース出展

ミニ制服着用体験実施など。

清水海上保安部 交通課

054-355-0225

海事関係功労者表彰式

中部運輸局下田海事

事務所等

7/24 下田市民文化会館 海事功労の顕著な者に対する表彰式。 0558-22-0843

平成２６年「海の日」式典

海の日清水港実行委員会

静岡県海事広報協会

清水海上保安部　清水港管

理局  清水港湾事務所　静

岡運輸支局

7/24

 港湾会館清水日の

出センター（清水マリ

ンビル）１階　大ホー

ル

海事関係功労者等表彰等。 054-352-0175

環境フェスタ　夏休み　こども海洋環境講

座　海を学ぼう

（公財）静岡市まちづくり公社

静岡市東部勤労者福祉セン

ター（清水テルサ）

7/30

9:30～11:00

（公財）静岡市まち

づくり公社　静岡市

東部勤労者福祉セ

ンター（清水テルサ）

海洋環境教室。

清水テルサ

054-355-3111

清水みなと祭り

清水みなと祭り実行委員会

／静岡市

8/2

10:00～16:00

清水港 業務紹介、資機材展示を実施。

清水みなと祭り実行委員会事務局

054-354-2189

伊東漁協秋のお魚市

下田海上保安部伊東マリン

パトロールステーション

10/25 伊東漁業共同組合 海上保安庁ブース設置。

石廊埼灯台一般公開 下田海上保安部交通課 11/1

静岡県賀茂郡南伊

豆町

灯台カレンダー配布

大型双眼鏡設置・パンフレット設置等。

安心・安全フェアいとう

下田海上保安部伊東マリン

パトロールステーション

12月中旬 伊東市役所 海上保安庁ブース設置。

１１８番周知活動 清水海上保安部

1/18

時間未定

静岡鉄道

新清水駅・静岡駅

(未定）

周知活動を実施。

○山梨県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

B&G全国少年少女カヌー大会 B&G財団 7/26.27

山梨県河口湖町精

進湖

小学生を対象に、K-1/K-2普及艇（B&G財団艇）・スラロームの各種目によるカ

ヌー競技大会を開催。カヌーの試乗会も併せて実施。

（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

広報課03-6402-5312

＜北陸信越地区＞＜北陸信越地区＞＜北陸信越地区＞＜北陸信越地区＞

○新潟県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

上越海上保安署　巡視艇体験航海 上越海上保安署 6/22 姫川港沖

一般公募等により参加者を募り、姫川港ポートフェスティバルの一環として、姫川

港及び直江津港沖合で体験航海を実施。
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安全・衛生訪船指導

船員災害防止協会北陸信

越支部

7/1～31 新潟港在港船舶

安全技術指導員が、月間中に新潟港在港船舶に対し、安全・衛生技術指導

を行う。

船員災害防止協会北陸信越支部

025-245-3555

新潟みなと水遊記2014

新潟みなとまちづくりネットワー

ク事務局

（北陸地方整備局　新潟港

湾・空港整備事務所）

7/1～9/30

新潟西港周辺

（信濃川・萬代橋下

流エリア・新潟西海

岸周辺エリア）

「みなとまち新潟」をバカンス気分で楽しめる空間に開放し、「萬代橋サンセットカ

フェ」「クルーザーヨット体験」「月待ち湊」など「みなと」を楽しむイベントを行う。

新潟みなとまちづくりネットワーク事務局

（北陸地方整備局　新潟港湾・空港整備事

務所）

025-222-6111

中学生海の絵画コンクール展

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/16～25

新潟ふるさと村アピー

ル館

新潟県、長野県、富山県、石川県の中学生から海を題材とした絵画を募集

し、運輸局長賞等の優秀作品約40点を選定し、展示する。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

聖籠マリンフェスタ

聖籠マリンフェスタ実行委員

会

7/19

聖籠町海のにぎわい

館、聖籠海岸、地先

海域

町内外の方々を対象として海に関係する各種イベント（ウォーターシャトルクルー

ジング、地曳網体験、砂浜宝探し大会等）に参加いただき、「聖籠の海」と「海

洋レクリエーション」に親しんでいただくと共に新潟東港と町の関わりも認識しても

らう。

聖籠町マリンフェスタ実行委員会

0254-27-1103

大型浚渫兼油回収船「白山」一般公開

北陸地方整備局新潟港湾・

空港整備事務所

7/20

新潟県佐渡市小木

港

北陸地方整備局新潟港湾・空港整備事務所所属の大型浚渫兼油回収船

「白山」が、寄港先で一般公開を実施する。

北陸地方整備局　新潟港湾・空港整備事

務所　　025-222-6111

全国一斉ビーチウォーク＆クリーンアップ大

作戦

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/20.21

8/17.24

村上市岩船海水浴

場

（7/20（日）・8/17

（日））

瀬波海岸（7/21

（月）・8/24（日））

海水浴シーズン及びシーズン終了後にあわせ、村上市瀬波区会及び岩船地区

区長会の協力を得て一斉清掃を行う。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

訪船慰問

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/21

新潟西港（万代島

埠頭）

記念品を贈呈して日頃の苦労を労い、激励する。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

在港船舶による汽笛一斉吹鳴 佐渡汽船（株）ほか 7/21

新潟西港・東港

直江津港

新潟西港・東港及び直江津港に停泊中の全船舶に対し協力要請を行い、正

午を期して汽笛の一斉吹鳴を実施する。

佐渡汽船（株）ほか

(025)245-2311（佐渡汽船総務課）

青少年海事意識啓発事業（乗船ウォッチ

ング）

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/21

8/3.23

新潟→両津7/21

（月）・8/3（土））

両津→新潟

（8/23（土））

新潟市周辺及び佐渡市内の小学校高学年児童を対象に公募し、佐渡汽船

（株）所有の大型ｶｰﾌｪﾘｰに乗船させ、新潟・両津航路において乗船ウォッチング

を行うとともに、クイズ・ブリッジ見学・ロープワーク等の学習会を実施する。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

海事関係功労者表彰式

北陸信越運輸局

北陸地方整備局

第九管区海上保安本部

新潟海上保安部

7/25

ANAクラウンプラザホ

テル新潟

海事関係各分野において功労顕著な方に対し、北陸信越運輸局、北陸地方

整備局、第九管区海上保安部の三官署共催による海事関係功労者表彰式

典を行う。

北陸信越運輸局

海事部　海事産業課

(025)285-9156

夏休みお天気・防災フェア 新潟地方気象台 7/26 新潟地方気象台 気象台見学、気象と地震の各種実験及びパネル展示。

新潟地方気象台

(025)281-5873

角田岬灯台の一般公開 新潟海上保安部交通課 7/27 角田岬灯台 灯台内公開、灯台パネル展、ペーパークラフト展等。

新潟海上保安部交通課

(025)244-1008

2014柏崎マリンスポーツフェスタ

新潟県柏崎マリーナ、（かしわ

ざき海の駅）指定管理者、

（株）柏崎マリン開発

7/28

新潟県柏崎マリーナ

（かしわざき海の駅）

柏崎の海の魅力を広く周知するとともにマリンレジャーの普及、体験乗船を通じ

海や船に親しむ機会を形成する。

新潟県柏崎マリーナ（かしわざき海の駅）指定

管理者

（株）柏崎マリン開発　(0257)21-1255

上越海上保安署　巡視艇体験航海 上越海上保安署 8月未定 直江津港沖

一般公募等により参加者を募り、直江津港みんなのまつりの一環として、直江

津港沖合で体験航海を実施。

上越海上保安署

(025)543-4118
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体験航海 上越海上保安署 8月未定 直江津港沖

直江津港みんなのまつりの一環として、一般公募等により参加者を募集し、直

江津港沖合で体験航海を実施。

第16回海事・観光立国フォーラム （公財）日本海事センター 秋頃予定 新潟県（予定）

年2回、海事立国フォーラムと銘打ち海事思想の普及に寄与することを目的に、

東京と地方で開催している。

（公財）日本海事センター

03-3263-9421

○富山県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海王丸パークフェスティバル

（公社）伏木富山港・海王丸

財団

7/19～21

海王丸パーク

（射水市海王町）

総帆展帆等、各種イベントを予定。

伏木富山港・海王丸財団

0766-82-5181

海事関係功労者表彰式・祝賀会

富山運輸支局・富山県海の

日協賛会

7/24 第一イン新湊

海事関係各分野において功労顕著な方に対し、海事関係功労者表彰式典を

行う。

富山運輸支局　伏木庁舎

0766-44-1367

中学生海の絵画コンクール入選作品展 富山県海の日協賛会

8/1～10.　8/18

～25

海王丸パーク

（1～10日）

高岡文化ホール

（18～25日）

富山県の中学生から海を題材とした絵画を募集し、運輸局長等の優秀作品と

選定し、展示する。

富山県海の日協賛会

（株）伏木海陸運送総務課内）

0766-45-1111

○石川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海上保安部巡視船一般公開

七尾港整備・振興促進協議

会

七尾海上保安部

7/12 七尾港 七尾海上保安部の巡視船「はまゆき」を一般公開する。

七尾市産業部産業振興課

(0767)53-8565

海上保安部巡視船の体験航海

七尾港整備・振興促進協議

会

七尾海上保安部

7/13 七尾港 七尾海上保安部の巡視船「はまゆき」による体験航海を実施。

七尾市産業部産業振興課

(0767)53-8565

みなとフェスタ金沢2014 金沢港振興協会 7/19 金沢港

金沢海上保安部の巡視艇「かがゆき」、海上自衛隊護衛艦「ちくま」、北陸地

方整備局金沢港湾空港整備事務所港湾業務艇「わかな」による体験航海、そ

の他金沢港の港内見学など実施。

金沢港振興協会

(0762)63-3710

七尾港まつり

七尾港まつり実行委員会

（七尾市産業部観光交流

課）

7/19.20

御祓川大通り、七尾

マリンパークイベント

広場

市民総踊り、ちびっこカーニバル、七尾港ベイサイドミュージック2014「潮風のメロ

ディー」、花火大会など。

※その他行事については、6月中旬に七尾市役所のHPに掲載される。

七尾市産業部観光交流課

(0767)53-8424

海事関係功労者表彰式

石川県海事広報協会

石川運輸支局

七尾海上保安部

7/23 能登食祭市場 海事関係各分野において功労顕著な方を表彰する。

石川運輸支局 七尾庁舎

(0767)53-1120

七尾湾内体験航海 石川県海事広報協会 8/7～12 七尾湾 海の日記念行事として児童を中心とした体験航海を実施する。

石川県海事広報協会

(0767)53-3666
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○長野県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

青少年海事意識啓発事業（乗船ウォッチ

ング）

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/19～21 長野県野尻湖

日頃、海や船舶に接する機会の少ない長野県周辺と新潟県内陸部の小学生

及び保護者を対象とした体験学習会を開催し、「海の日」の意義の周知と海事

への理解が深まるよう努める。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

「海の日」記念親子体験学習会

（公社）北陸信越海事広報

協会

7/21 長野県諏訪湖

日頃、海や船舶に接する機会の少ない長野県周辺と新潟県内陸部の小学生

及び保護者を対象とした体験学習会を開催し、「海の日」の意義の周知と海事

への理解が深まるよう努める。

（公社）北陸信越海事広報協会

(025)247-4799

＜中部地区＞＜中部地区＞＜中部地区＞＜中部地区＞

○愛知県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

三河港重要港湾指定50周年記念事業 実行委員会 7/6

ホテルシーパレスリ

ゾート

三河港重要港湾指定50周年記念事業として、式典・鼎談・交流会を開催。

海事関係功労者表彰式 中部運輸局等 7/17

名古屋合同庁舎1

号館

海事功労の顕著な者に対する表彰式。 052-952-8013

帆船「海王丸」一般公開 実行委員会 7/18.19

蒲郡市内（蒲郡地

区8号岸壁）

セイルドリル、一般公開を実施。

蒲郡市企画広報課

0533-66-1162

寄港要請（日本丸） 蒲郡市 7/18 三河港（蒲郡地区） 市制６０周年記念。

蒲郡まつり 実行委員会 7/19.20 蒲郡埠頭　他

毎年7月の土・日に行われる蒲郡の夏の風物詩「蒲郡まつり」。花火大会等を

実施。

蒲郡市観光商工課

0533-66-1120

B&G　OP級ヨット大会

東日本大会

B&G財団 7/19.20

愛知県蒲郡市海陽

ヨットハーバー

小学生を対象にOP級ディンギーのクラス別（初級・中級・上級）レースを行う。

（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

広報課03-6402-5312

豊橋みなとフェスティバル2104

豊橋みなとフェスティバル実行

委員会（豊橋市商工会議所

内）

7/21

カモメリア周辺・ライフ

ポートとよはし

トークショー、三河湾遊覧、巡視船の一般公開等を実施。

豊橋みなとフェスティバル実行委員会（豊橋商

工会議所内　）　　　　　　　　　　　　　0532-

53-7211

第16回全国水産・海洋高校カッターレー

ス大会

全国水産高等学校長協会 7/23～25

蒲郡市蒲郡港市民

会館前海面特設

コース

カッター競技を通じて、水産教育の重要性を広く一般にアピールする。

愛知県三谷水産高等学校

0533-69-2265

海の日記念式典

中部運輸局、第四管区海上

保安本部、名古屋港管理組

合、中部地方整備局

7/25

名古屋市港文化小

劇場

海事関係功労者表彰式。
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衣浦みなとまつり 実行委員会 7/26 衣浦港中央ふ頭 衣浦港において花火大会を実施

武豊町役場土木課

0569-72-1111

○三重県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事関係功労者表彰式

中部運輸局三重運輸支局

等

7/23 四日市商工会議所 海事功労の顕著な者に対する表彰式。 059-352-2033

海事関係功労者表彰式

中部運輸局鳥羽海事事務

所等

7/23

鳥羽商工会議所会

館

海事功労の顕著な者に対する表彰式。 0599-25-4790

第55回パールレース 外洋東海 7/25～27

三重県五ケ所湾/神

奈川県江の島

外洋レース。

外洋東海

052-971-5835

○福井県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事関係功労者表彰式

中部運輸局福井運輸支局

等

7/23 敦賀観光ホテル 海事功労の顕著な者に対する表彰式。 0770-22-0003

＜近畿・神戸地区＞＜近畿・神戸地区＞＜近畿・神戸地区＞＜近畿・神戸地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「リフレッシュ瀬戸内」

瀬戸内・海の路ネットワーク推

進協議会

（事務局：近畿地方整備局）

6/1～8/31 瀬戸内海沿岸各地

美しい瀬戸内海を守っていくことを、海浜の清掃活動を通じて多くの人々へＰＲを

実施。

近畿地方整備局

078-391-8361

「リフレッシュ瀬戸内」関連行事

「海の健康診断」

瀬戸内・海の路ネットワーク推

進協議会

（事務局：近畿地方整備局）

6/1～8/31

瀬戸内海沿岸各地

（１府県につき１箇

所）

瀬戸内海の海岸の清掃活動及びゴミの組成調査を実施し、ゴミ排出抑制に向

けた市民への意識啓発活動。

近畿地方整備局

078-391-8361

広報活動 （公社）近畿海事広報協会 6月下旬～ 近畿一円

「海の日ポスター」及び「海の月間行事案内」など広報資料の配付等を行いま

す。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387
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その他 各地区実施団体 7/1～31 近畿一円

近畿各地区で実施される「海の日」「海の月間」行事について、各地区実施団

体との共催・後援・協賛・協力等。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

○大阪府

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

大阪府海岸・港湾美化運動（「ごみをなく

そう。水をきれいに！」合同キャンペーン）

大阪府港湾局

堺泉北港湾事務所

阪南港湾事務所

①6/29

②6/29

③7/6

①阪南1区（岸和田

市）

②二色の浜海岸（貝

塚市）

③阪南3区（貝塚

市）

　府民や港湾事業者等の協力を得て、海岸・港湾の清掃活動を実施する。

大阪府港湾局

0725-21-7203

夏季多客期カーフェリーの安全点検 大阪海上保安監部 7/1 大阪南港 海難防止を図る目的でカーフェリー等旅客船の安全点検。

大阪海上保安監部

06-6571-0221

電光掲示板啓発記事掲載

貝塚市都市政策部都市計

画課

7/1～31

南海貝塚駅西口広

場

南海貝塚駅西口広場の電光掲示板に、海の月間をお知らせする記事を掲載

し市民に対する啓発を行う。

貝塚港振興協会

072-433-7246

無料健康相談 地域連携室・医事課

7/1～30

（月～金）

8:30～11：30

大阪掖済会病院 船員等を対象に健康相談・検査・処置・投薬を行う。

(社)日本海員掖済会

大阪掖済会病院

06-6581-2881

港湾美化啓発活動

貝塚港湾振興会

（事務局：貝塚市都市政策

部都市計画課）

予定日時

7/6

9:30～11:00

阪南港阪南３区

貝塚旧港地区

振興会会員により港湾用地の清掃を行い、併せて釣り客に対し、啓発活動を

実施する。

貝塚港振興協会

072-433-7246

第51回全国中学生海の絵画コンクール （公社）近畿海事広報協会 7/11～8/10

海遊館エントランスビ

ル

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、近畿地方の中学生を対象に海

に関する絵画を募集し、入選作品40点を決定し表彰するとともに、上位入選作

品の展示会を開催（全入選作品をホームページに掲載）。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

第36回海の写真コンクール （公社）近畿海事広報協会

7/11～8/10

10/15～11/30

海遊館エントランスビ

ル

住之江・琵琶湖ボー

トレース場及び梅

田・京都やわたボー

トピア

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、一般市民から海に関する写真を

募集し、入選作品40点を決定し表彰するとともに、入選作品の展示会を開催

（全入選作品をホームページに掲載）。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

中学生海の絵画・海の写真展示会 (公社)近畿海事広報協会 7/11～8/10

海遊館エントランスビ

ル

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、上位入選作品の展示会を開催

します。

無料健康講座 地域連携室

7/12

14:00～16:10

大阪掖済会病院 医師等による講演会。

(社)日本海員掖済会

大阪掖済会病院

06-6581-2881

大阪地区全国海難防止協調運動 大阪海上保安監部 7月中旬 大阪港湾合同庁舎 大阪地区における海難防止強調運動の実施計画の説明及び承認。

大阪海上保安監部

06-6571-0221
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大阪府知事又は港湾局長感謝状贈呈

式

大阪府港湾局経営振興課

経営振興グループ

7/15

ホテル・アゴーラ　リー

ジェンシー堺

　大阪府営港湾の振興及び海岸・港湾愛護の功績者に対して港湾局長感謝

状を贈呈し、その功績をたたえ、感謝の意を表する。

大阪府港湾局

0725-21-7203

大阪港港湾功労者表彰式 港湾局 総務担当 7/15 大阪市役所 多年海事業務に従事し、功労顕著な港湾労働者に対する表彰式。

大阪市港湾局

06-6615-7764

海上安全祈願祭 大阪船主会 7/17 住吉大社

大阪船主会と近畿海事広報協会並びに海上保安協会大阪支部と共催で開

催。近畿運輸局、大阪海上保安監部の幹部にも出席願う。住吉大社本殿に

て海上の安全を出席者一同で祈願する。

大阪船主会

06-6446-6503

大阪湾クルーズ 大阪市港湾局 7/19

大阪南港コスモフェ

リーターミナル

大型フェリーによる大阪湾内を巡るクルーズ(一般公募・抽選)。

大阪港カッターレース 大阪市港湾局 7/20

大阪港天保山岸壁

前面海域

６人漕ぎカッターによる男女別のタイムレース(一般公募)。

※状況により中止の可能性あり

大阪市港湾局

06-6571-1966

汽笛の一斉吹鳴 近畿運輸局 7/21

大阪港、堺泉北港、

阪南港

「海の日」正午を期して、大阪港、堺泉北港及び阪南港に停泊している船舶に

よる汽笛の一斉吹鳴。

近畿運輸局

海事振興部　旅客課

06-6949-6416

機関紙による広報活動

大阪倉庫協会

広報委員会

7月下旬発行

機関紙「蒼光」7月号に実行委員から寄せられる記事を含め「海の日」を祝う特

集記事を掲載。

大阪倉庫協会

06-6541-8505

スポーツイベント

全日本海員組合

　　　　大阪支部

ボーリング

7/25

ゴルフ

9月頃予定

ボーリング

弁天町グランドボウル

ゴルフ

未定

全日本海員組合の大阪地区組合員との交流を目的とし、ゴルフ、ボーリング大

会を実施。

全日本海員組合大阪支部

06-6612-4300

海上安全祈願祭 岸和田港振興協会 7/26 浪切神社 船舶の航行安全及び関係事業の安全平安祈願を行う。

岸和田港振興協会

072-423-9618

第62回岸和田港まつり花火大会 岸和田港振興協会 7/26 阪南１区岸壁

港をより一層親しみやすいものにするために、市民と港を結ぶ「港まつり」を実施。

打上花火数1,500発。

岸和田港振興協会

072-423-9618

海事関係功労者等の表彰式

近畿運輸局

大阪海上保安監部

7/30 海遊館ホール 海事関係功労者等の表彰式典を実施。

近畿運輸局

海事振興部　旅客課

06-6949-6416

平成26年「海の日」祝賀会 （公社）近畿海事広報協会 7/30

海遊館ホール

ホテルシーガルてん

ぽーざん大阪

「海の日表彰式典」海事関係功労者表彰の受賞者や家族・一般参加者ととも

に「海の日」を祝い、海からの恵と、そこで仕事に精出す人々に感謝する気持ち

と、海事産業の重要性を再認識するための啓発活動として、海事関係団体の

協賛で「海の日」祝賀会を開催。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

泉大津フェニックスにぎわいづくり及びＰＲ

活動

大阪府港湾局経営振興課

開発調整グループ

野外コンサート

８月～９月

泉大津フェニックス

（泉大津市夕凪町）

　野外コンサート等の各種イベントの誘致を推進し、イベントを通じて泉大津フェ

ニックスのにぎわいづくり及びＰＲ活動を実施する。

大阪府港湾局

0725-21-7203

スポーツ大会

大阪地方海事団体硬式庭

球大会運営委員会

8月　日

8月　日

9月　日

参加団体各コート

「海の日」「海の月間」の記念行事として、第62回大阪地方海事団体硬式庭

球大会を開催。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

平成26年度びわこ少年少女ゴムボート大

会

（びわこﾌｧﾐﾘｰｶｰﾆﾊﾞﾙ2014の事業と共

催）

(一財)日本モーターボート競

走会　琵琶湖支部

8/3 びわこボートレース場

ゴムボート及びペアボート（2人乗り）による海洋性レクリエーションを実施し、海洋

思想の普及をはかり併せて体育の向上に資することを目的とする。

①小学生児童を対象に小型船舶操縦士免許有資格者がゴムボートに乗船さ

せ、ボートレース場水面を周遊させる。

②中学生以上を対象に小型船舶操縦士免許有資格者がペアボートに乗艇さ

せ、競走水面を周遊させる。

(一財)日本モーター

ボート競走会

琵琶湖支部

077-524-3232
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堺港(みなと)まつり

堺市港湾事務所

堺港湾振興会 11月初旬予定

堺市漁業協同組合

連合会

市民が海に親しみ、海への恩恵に感謝するとともに、海事思想の普及を図るた

め、堺港クルージングや、物販、パネル展などを実施する。

堺港湾振興会

072-244-7368

第48回中学生海の作文コンクール （公社）近畿海事広報協会 11月下旬発表

（公社）近畿海事広

報協会ホームページ

「海の日」「海の月間」広報事業の一環として、近畿地方の中学生を対象に海

に関する作文を募集し、入選作品40点を決定し表彰するとともに、全入選作品

をホームページに掲載（9月30日募集締切）。

(公社)近畿海事広報協会

06-6573-6387

○兵庫県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海の絵画コンクール入賞作品展示会

（公社）神戸海事広報協会

（一社）神戸港振興協会

7月中旬～ 神戸海洋博物館 幼稚園、小中学生を対象にした海の絵画コンクール入賞作品を展示。

（公社）神戸海事広報協会

078-392-3248

第１３回Kobe Love Port みなとまつり  みなとまつり実行委員会 7/20.21 メリケンパーク ステージイベント、リサイクルマーケット等。

（一社）神戸青年会議所

078-303-0075

海の絵画コンクール表彰式 （公社）神戸海事広報協会 7/20 メリケンパーク 海の絵画コンクール優秀作品を表彰。

（公社）神戸海事広報協会

078-392-3248

国立高等専門学校（商船学科）5校合

同進学ガイダンス

(一社）日本船主協会 7/20

神戸市・神戸港、練

習船「青雲丸」

国立高等専門学校（商船学科）の先生や卒業生から船の仕事や将来性、入

試案内や学生生活など貴重で楽しい話を聞くことができる進学ガイダンスを開

催。

(一社)日本船主協会

03-3264-7178

第２９回神戸港ボート天国　

（一社）神戸港振興協会

神戸市みなと総局

（公社）神戸海事広報協会

等

7/21 メリケンパーク 官庁船艇パレード、官庁船体験航海及び一般公開、海事ＰＲブース展開等。

神戸運輸監理部   海事振興部旅客課

078-321-3146

姫路港ふれあいフェスティバル

姫路港ふれあいフェスティバル

実行委員会

7/21

姫路市　飾万津公

園周辺

ふれあいぽーとステージ、みなとふれあいスクエア、みなとドームスポーツ教室。

姫路港ふれあいフェスティバル実行委員会

079－235－0176

海事関係功労者表彰式

神戸運輸監理部

第五管区海上保安本部

近畿地方整備局

7/22 ホテルオークラ神戸 平成２６年度の国土交通大臣表彰、神戸運輸監理部長表彰の表彰式。

神戸運輸監理部 海事振興部旅客課

078-321-3146

神戸港夏休み親子みなと見学会 神戸港湾事務所 8/1 神戸港湾事務所

海面清掃兼油回収船「Ｄｒ．海洋」を一般公開。港湾業務艇「いずみ」にて神

戸港を見学。

人と海のフォトコンテスト

第25回マリナーズ・アイ展

全日本海員福祉センター 9/25～10/5 神戸海洋博物館

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係した写真を募集し、入賞作品上位

17点を展示。

（一財）全日本海員福祉センター

03-3475-5391

○京都府

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

五森（いつもり）祭 海上保安学校

7/6

9:30～16：00

海上保安学校

巡視船みうら体験航海・一般公開、オープンキャンパス、学生音楽隊コンサー

ト、その他イベント。
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○和歌山県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海と船」の絵画展 紀南海運協会 7月上旬

那智勝浦町教育セ

ンター 「海の日」「海の月間」広報事業の一環として展示会を開催。

勝浦海事事務所

0735-52-0260

小学生に対する水難事故防止

教室

海南海上保安署

7/10

13:30～15:15

海南市下津町

大東小学校

水難事故防止のため、着衣泳法やﾍﾟｯﾄ

ﾎﾞﾄﾙを用いて救助方法等の体験学習。

下津港湾振興会

「海の日」記念行事

下津港湾振興会 7/18

海南市下津町下津

3066番地

海上安全祈願等。

「海の日」記念表彰式典

勝浦海事事務所

紀南海運協会

7/21 ホテル浦島 海事関係功労者等表彰及び絵画展の優秀作品表彰。

近畿運輸局勝浦海事事務所

0735-52-0260

海事功労者等表彰式典

和歌山運輸支局

和歌山県海運協会

7/22 アバローム紀の国 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

近畿運輸局和歌山運輸支局

073-422-0606

「海の月間」に伴う一般公開 下里水路観測所 7/26

那智勝浦町

下里水路観測所

業務紹介、人工衛星レーザー測距観測実演、天体観望。

マリンスポーツフェスティバル2014　IN

WAKAYAMA

（公財）マリンスポーツ財団 7/26.27

和歌山県・和歌山

市（和歌山マリーナシ

ティ-）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ、モーター

ボート等）展示ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団

03-3454-1151

和歌山港まつり花火大会 和歌山港振興協会 7/27 和歌山港中埠頭 港をより一層親しみやすいものにするために、市民と港を結ぶ「港まつり」を実施。

港まつり実行委員会

073-432-3116

串本まつり 串本町役場 8/3 串本町内

町をあげての行事である串本まつりに協賛し,海上保安庁業務紹介及び一日海

上保安官任命式等の行事を実施し,当庁への理解関心を深めてもらう。

串本町観光協会

0735-62-3171

○滋賀県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

びわこ少年少女ゴムボート大会

(一財)日本モーターボート競

走会琵琶湖支部

8/3 びわこボートレース場

ゴムボート及びペアボート（2人乗り）による海洋性レクリエーションを実施し、海洋

思想の普及をはかり併せて体育の向上に資することを目的とする。

(一財)日本モーターボート競走会琵琶湖支部

077-524-3232

○奈良県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

全国一斉海浜清掃旗揚げ式

(公財)海と渚環境美化・油

濁対策機構

8/2

奈良県吉野郡大淀

町

全国豊かな海づくり大会のプレイベントとして、水産庁の協力を得て開催。全国

津々浦々に向けて海浜清掃を呼びかける。

(公財)海と渚環境美化・油濁対策機構

03-5800-0130
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＜中国地区＞＜中国地区＞＜中国地区＞＜中国地区＞

○鳥取県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海の日」記念式典 鳥取県海事振興協会 7/22 境港商工会議所 海事関係功労者、優良船員、海上保安功労者の表彰式。 鳥取運輸支局　　　0859-42-2169

境港みなと見学会 ７月下旬 境港港内

港湾業務艇を活用し、一般の方を対象に港の役割、直轄事業の必要性を理

解して頂く。

訪船慰問

鳥取地方海の月間実行委

員会

未定 境港

境港に入港する旅客船を鬼太郎・猫むすめと訪船し、航海の安全と日頃の労

苦を労い記念品を贈呈する。

鳥取運輸支局　　　0859-42-2169

港湾物流見学会

鳥取地方海の月間実行委

員会

未定 境港 物の流れと海のつながりについて学ぶ。 鳥取運輸支局　　　0859-42-2169

環境学習会

鳥取地方海の月間実行委

員会

未定 浦富海岸 遊覧船による山陰海岸ｼﾞｵﾊﾟｰｸの観察。

○島根県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海の日」記念式典及び

記念講演

島根県海事振興協会

中国運輸局島根運輸支局

7/22 サンラポーむらくも

記念式典にて松江地方気象台長が「気象災害から身を守るために」を演題とし

た講演を行う。

松江地方気象台

TEL:0852-21-3794　　　　　　　　島根運輸

支局　0852-38-8112

きんさい祭り 浜田市観光協会 7/23 国府海岸 石見神楽やステージイベント。

石央商工会国府支所

0855-28-0109

宍道湖クルーズ 島根県海事振興協会 7/27 宍道湖 小学生（保護者）を対象に観光船で宍道湖クルーズを行う。 島根運輸支局　　　0852-38-8112

○岡山県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

小学校親子ボート体験航海

沙美ﾏﾘﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委

員会

7/21

沙美漁港～瀬戸大

橋

小学生の親子を対象にモーターボートによる体験航海を行う。

水島海事事務所

086-444-7750

「海の日」記念式典

中国運輸局岡山運輸支局

玉野海上保安部

中国地方整備局宇野港湾

事務所

岡山県東部海事団体協議

会

7/22

10:00～11:30

すこやかセンター

海事関係事業等及び海上保安業務等に功績のあった海事関係功労者等の

表彰を行う。

岡山運輸支局　　　　0863-31-4266
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「海の日」記念式典

水島海事事務所

水島海上保安部

7/22 ヘルスピア倉敷 海事功労者等の表彰、記念講演を行なう。

水島海事事務所

086-444-7750

海上パレード等 水島海上保安部 7/22 水島港内

一日海上保安部長及び一日巡視艇船長を任命し、保安部船艇と岡山県西

部地区小型船安全協会のパトロール艇で海上パレードを実施する。

水島海事事務所

086-444-7750

訪船慰問 水島海事事務所 7月下旬 水島港 水島港停泊中の大型外航船を慰問する。

水島海事事務所

086-444-7750

笠岡市長杯ヨットレース大会 笠岡市観光連盟 7/26 笠岡諸島周辺 約30艇のヨットが各クラスに分かれてレースを行なう。

水島海事事務所

086-444-7750

リフレッシュ水島港

クリーン大作戦

岡山県水島港湾事務所

水島清港会

7/26

水島港東西公共岸

壁

付近及び福崎町内

水島港の特別清掃を実施する。

水島海事事務所

086-444-7750

少年少女ゴムボート大会と「海の教室」

(一財)日本ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走

会児島支部・中国海事広報

協会

8/2 児島ボートレース場 ゴムボート体験乗船・海と船のパネル展・遊戯具コーナー。

小学生海事関係施設見学

水島地区海の月間実行委

員会

8月頃 水島港ほか 小学生を対象に水島港周辺の海事関係施設等の見学を行う。

水島海事事務所

086-444-7750

水島港内クルーズ

水島地区海の月間実行委

員会

未定 水島港 小型旅客船により海上から水島コンビナートや海事産業を見学。

進水式と造船工場見学

岡山県東部海事団体協議

会

未定 玉野市・三井造船 大型船の進水式見学会に小学生を募集。

○広島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

ソフトボール大会

尾道海事事務所

全日海尾道支部

7/5 東尾道スポーツ広場 船員部門・海事関係者の２部門によるソフトボール大会を実施する。

尾道海事事務所

0848-23-5235

訪船慰問

呉海事事務所

呉海事振興会

7/18 呉港全域

くれﾏﾘﾝｸｲｰﾝと入港中船舶を訪船又は関係事務所を訪問し、航海の安全と日

頃の労苦を労い記念品を贈呈する。

呉海事事務所　　　　0823-22-2520

瀬戸内海区水産研究所一般公開 瀬戸内海区水産研究所 7/19 広島県廿日市市 海やさかなについて楽しく学んでもらうための展示等。

瀬戸内海区水産研究所

0829-55-0666

オープンキャンパス 海上保安大学校

7/19

時間未定

広島県呉市

海上保安大学校

時間及び詳細については未定、事前申込が必要。

海上保安大学校

0823-21-4961

海と島の歴史資料館無料開館

木上地区海の月間実行委

員会

7/20～31

大崎上島町海と島

の歴史資料館

資料館を無料開放し広く参加者に島の造船歴史など海事の普及を図る。

木江地区海の月間実行委員会

0846-62-1042

海洋少年団の市中パレード 尾道海洋少年団 7/21 尾道市本通り 尾道海洋少年団員等による尾道市内パレードを行う。

尾道海事事務所

0848-23-5235
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「海の日」記念式典

尾道海事事務所

尾道海上保安部

尾道市

7/22

グリーンヒルホテル尾

道

海事関係功労者を表彰する。

尾道海事事務所

0848-23-5235

「海の日」記念式典

呉海事事務所

呉海上保安部

呉海事振興会

7/22 呉森沢ホテル 海事関係功労者を表彰する。 呉海事事務所　　　　0823-22-2520

「海の日」記念式典 因島地区海の日協会 7/24

尾道市営因島中央

駐車場　多目的ホー

ル

海事関係功労者を表彰する。 因島海事事務所　0845-22-2298

みなと広島親子見学会

広島港湾空港整備事務所

広島港湾

７月末 広島港

港湾業務艇を活用し、小学生並びにその保護者を対象に、港の役割、直轄事

業の必要性を理解してもらう。

練習船体験航海一般公開

広島商船高専

同校校友会

呉海事事務所

呉海事振興会

7/26.27

大和ミュージアム

呉湾

小中学生を対象とした「練習船体験航海」「練習船一般公開」の実施により、

海事思想の普及及び将来の海事関係人材育成に寄与する。

呉海事事務所　　　　0823-22-2520

海事関係功労者表彰式典

広島海の月間実行委員会

（中国運輸局・中国地方整

備局・第六管区海上保安本

部・中国海事広報協会他）

7/29.

10：30-12：00

グランドプリンス

ホテル広島

海事関係事業等及び海上保安業務等に功績のあった海事関係功労者等の

表彰を行う。

中国運輸局海事振興部旅客課

082-228-3679

「海の日」表彰式典

中国地方整備局（中国運輸

局及び第六管区海上保安

部共催）

7/29

グランドプリンスホテル

広島

海の日功労者表彰。

体験航海・海上教室 広島商船高等専門学校 7/30 尾道港～周辺海域

練習船「広島丸」に尾道市内の小学生を招き、尾道周辺海域で体験航海等

を行う。

尾道海事事務所

0848-23-5235

練習船こじま入港出迎え 海上保安大学校

8/10

時間未定

広島県呉市

海上保安大学校

こじま入港出迎えのみ自由に来場可能。

式典への参加は不可。

海事産業等見学会 広島海の月間実行委員会 未定

造船所・港湾物流

施設

次世代を担う青少年を対象に、進水式や造船所・物流企業や港湾物流施

設・海事博物館等の施設見学を行い、海事産業や海事職場の体験見学を通

じて、海運造船などの海事意識の啓発を図る。

中国運輸局海事振興部旅客課

082-228-3679

「世界遺産航路クルーズ」と

宮島水族館見学

広島海の月間実行委員会 未定 原爆ドーム・宮島

世界遺産航路（原爆ドーム～宮島）等の乗船体験教室に青少年を募集し、海

洋・河川環境の知識啓発を行う。

中国運輸局海事振興部旅客課

082-228-3679

港湾を通じた物流見学会 広島海の月間実行委員会 未定 広島港 コンテナターミナルにおいて荷役現場の観察等。

○山口県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

オープンラボ

(独)水産大学校

下関市立しものせき水族館

「海響館」

通年 海響館

海や生きものに楽しんで親しんでいただくために、設定したテーマに沿って海の謎

や生き物たちの不思議について専門の教員やスタッフが説明・実験を行う。

海響館

083-228-1100

傷病港湾従事者見舞 下関港運協会 7月中随時 下関市内各病院 市内の病院に入院中の港湾従事者をお見舞いする。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277
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訪船慰問

全日本海員組合九州関門

地方支部

全国海友婦人会下関支部

7月中随時 下関港、漁港 下関港に入港中の船舶を訪問し乗組員を慰問する。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

港湾従事者激励 下関港運協会 7月中随時 下関港、漁港 下関市内の港湾従事者に記念品を配布する。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

リフレッシュ瀬戸内 下関市振興課 7/6

下関市長府浜浦町

海岸

海岸の清掃。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

子ども会体験航海

下関海上保安署

下関市生涯学習課

7月中旬

下関市　東港地区

護岸

下関子ども会連合会の子供たちを対象に巡視船で関門海峡を航海する。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

海峡ゆめタワーイベント 下関市港湾局 7月中旬

下関市　海峡ゆめタ

ワー

児童向けイベントの開催及びタワーの無料開放を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

下関市海事事務所

宇部海の日協賛会

ほか

7/18 宇部市役所 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

事務局

宇部市産業振興部商工振興課

0936-34-8355

海上安全祈願式 海上保安協会宇部支部 7/18 宇部ポートビル 海上安全祈願祭を行う。

事務局

宇部市産業振興部商工振興課

0936-34-8355

図画コンクール 下関市港湾局

【展示】7/18～

30

下関市生涯学習セ

ンター

（ドリームシップ）

下関市内の小学生を対象に海に関する図画を募集・掲示する。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

カッターレース大会 防府まつり実行委員会 7/19 防府市三田尻岸壁 防府港まつりの地域参加行事。

長門ヨットフェスタ

長門市、長門ヨットフェスタ

2014実行委員会

7/20

青海島シーサイドス

クエア

青海島一周ヨットレース、巡視艇一般公開、ヨット体験航海、地引網体験ス

クールほか。

長門市観光課

0837-23-1252

「海の日」記念式典

徳山・下松・光・新南陽港区

海の日協賛会

7/21（時間未

定）

周南市文化会館 海事功労者表彰、吹奏楽コンサート。 山口運輸支局　　　　0834-21-0180

汽笛一斉吹鳴 各海運事業者

7/21

正午

下関市各港

海の日である７月２１日の正午に在港船の協力を得で汽笛の一斉吹鳴及び満

艦飾を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

海響館無料開放 下関市観光施設課 7/21 下関市　海響館 児童達に海洋環境の体験・学習を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

フィシングパーク無料開放 下関市観光施設課 7/21

下関フィッシングパー

ク

児童達に海洋環境の体験・学習を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

水泳大会 下関市水泳連盟 7/21 下関市市民プール 水泳大会を開催する。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

下関市海事事務所

下関海の日協賛会

ほか

7/23

下関市　亀山八幡

宮

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

航海安全・大漁祈願祭

殉職船員慰霊祭

魚霊慰霊祭

下関水産振興協会

下関市水産課

7/23

下関市　金毘羅宮

下関市　亀山八幡

宮

祈願祭・慰霊祭を行う。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277
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花火大会

宇部市花火大会実行委員

会

7/26 宇部港 花火大会を開催する。

事務局

宇部市産業振興部商工振興課

0936-34-8355

海の日カッターレース競技会 カッターレース競技会 7/26 宇部港 海洋少年団、市職員、海運関係者及び一般のチームによるレースを実施する。

事務局

宇部市産業振興部商工振興課

0936-34-8355

ボートレース場を活用した海事イベント

(一財)日本ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走

会徳山支部・中国海事広報

協会

8/3

徳山ボートレース場・

徳山湾

小型旅客船による徳山湾ミニクルーズとﾎﾞｰﾄﾚｰｽ場でのﾍﾟｱﾎﾞｰﾄ乗船体験等。

帆船「日本丸」「海王丸」公開 下関市振興課 未定 下関港あるかぽーと 下関港に寄港する帆船「日本丸」「海王丸」の公開・見学会等の実施。

事務局

下関市港湾局振興課

083-231-1277

ながとお魚まつり ながとお魚まつり実行委員会

例年

9月下旬

山口県漁協仙崎地

方卸売市場

巡視艇一般公開（予定）、ながとの新鮮な魚介類PRほか。

＜四国地区＞＜四国地区＞＜四国地区＞＜四国地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

リフレッシュ瀬戸内

瀬戸内・海の路ネットワーク推

進協議会

6/1 ～8/31 瀬戸内海沿岸

瀬戸内海の優れた自然環境、美しい景観、豊かな資源を維持し、未来の子供

たちに伝えていくために瀬戸内海各海岸の清掃を実施します。

巡視船体験航海（又は一般公開） 各海上保安部岸壁 ｢海の月間｣中 各海上保安部 公募した参加者を対象に巡視船による体験航海を実施する。

海事功労者等表彰式

四国運輸局、四国地方整備

局

7/22

四国運輸局管内７

か所

海事功労者等被表彰に対し、表彰状並びに副賞を伝達・授与する。

○徳島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

小松島港まつり協賛事業

小松島港湾・空港整備事務

所

７月中旬

小松島市（みなとオ

アシス）

海面清掃兼油回収船「みずき」の一般公開。港湾業務艇「しまかぜ」によるみな

と見学会。

小松島市産業振興課

0885-32-3809

「海の日」汽笛一斉吹鳴

徳島運輸支局

徳島県海事振興会

7/21

12：00 ～

徳島県内各港 徳島県下の各港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴。

徳島運輸支局

(088-622-7622)

海事功労者等表彰式

徳島運輸支局

徳島県海事振興会

7/22

11：00 ～

グランヴィリオホテル徳

島

海事功労者等被表彰者に対し、表彰状並びに副賞の伝達・授与。

徳島運輸支局

(088-622-7622)

旅客船等への訪船

徳島運輸支局

徳島県海事振興会

７月下旬 徳島小松島港 海の月間、海の日の周知と安全運航意識の高揚を図るための訪船。

徳島運輸支局

(088-622-7622)
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親子体験クルージング並びに大鳴門架橋

記念館、渦の道見学

(一財)日本モーターボート競

走会鳴門支部

7/29 鳴門海峡周辺

少年少女及び同伴保護者を対象に、渦の道、架橋記念館の見学を通じて親

子のふれあいを高めるとともに、鳴門観潮のクルージングを行う。

○香川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

電光掲示板による広報 香川県 7/1～31 高松市中央公園横

海の日・海の月間を広くＰＲするため、電光掲示板で［海の日］、スローガン等を

放映する。

第51回中学生海の絵画コンクール （公社）四国海事広報協会 7/14～２7

サポート高松かがわ

プラザ

「海の日」広報事業の一環として、四国四県の中学生から募集した「海の絵画」

の優秀作品の表彰、入選作品を展示する。

（公社）四国海事広報協会

087-833-8677

海上安全祈願祭

(公財)琴平海洋会館

香川県｢海の日｣協賛会

7/15

10：00～

金刀比羅宮本殿 第49回全日本海事産業発展並びに海上安全祈願祭。

海事振興部旅客課

(087-825-1182)

海面清掃兼油回収船「美讃」一般公開 高松港湾・空港整備事務所 ７月下旬 高松港内

海面清掃兼油回収船「美讃」船内の一般公開。美讃や海洋環境整備事業

等を紹介するパネル展示を行い、海の環境保全に対する取り組みについて一般

の方々に理解を深めて頂く。

高松港湾・空港整備事務所　企画調整課

087-851-5524

巡視艇による体験航海及び海上保安展 高松海上保安部 7/19

高松海上保安部岸

壁

公募した参加者を対象に巡視艇による体験航海等を実施。

「海の日」協賛

ヨットレース大会

香川県ヨット連盟

四国運輸局

香川県｢海の日｣協賛会

7/21

９：00～

高松市立ヨット競技

場

ヨットレース大会。

海事振興部船舶産業課

(087-825-1182)

「海の日」汽笛一斉吹鳴

四国運輸局

香川県旅客船協会

香川県海運組合

7/21

12：00～

香川県内各港 香川県下の各港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴。

海事振興部旅客課

(087-825-1182)

海事功労者等表彰式

四国運輸局、四国地方整備

局

高松海上保安部

(公社)四国海事広報協会

7/22

10：00～

リーガホテルゼスト高

松

海事功労者等被表彰者に対し、表彰状並びに副賞の伝達・授与。

海事振興部旅客課

(087-825-1182)

親子ゴムボート体験並びに備讃瀬戸体

験航海

(一財)日本モーターボート競

走会丸亀支部

8/23 丸亀ボートレース場

少年少女及び同伴保護者を対象に、ゴムボート試乗体験を通じて親子のふれ

あいを高めるとともに、瀬戸大橋周辺のクルージングを行う。

フェリー体験航海

四国運輸局

香川県｢海の日｣協賛会

(公社)四国海事広報協会

未定 宇高航路

中学生を対象に生活基盤や経済活動を支える航路の重要性を理解する体験

航海。

海事振興部旅客課

(087-825-1182)

備讃瀬戸海上交通センター

一般公開

備讃瀬戸海上交通センター 10/26

備讃瀬戸海上交通

センター

施設の一般公開。

○愛媛県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先



30/41

「海の日」汽笛一斉吹鳴 各海運事業者

7/21

12：00～

松山港 在港船舶による汽笛の一斉吹鳴。

愛媛運輸支局

(089-956-9951)

「海の日」汽笛一斉吹鳴

今治海事事務所

海運事業者

旅客船事業者

7/21

12：00～

今治港在港船舶 今治港在港船舶による汽笛の一斉吹鳴。

今治海事事務所

(0898-33-9001)

「海の日」汽笛一斉吹鳴 管内の船舶所有者

7/21

12：00～

宇和島管内各港 管内の各港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴。

宇和島海事事務所

(0895-22-0260)

来島海峡海上交通センター

一般公開

来島海峡海上交通センター

7/21

10:00～15:00

来島海峡海上交通

センター

施設の一般公開。

来島海峡海上交通

センター

(0898-31-4992)

第40回研修の船

西条市研修の船実行委員

会

7/21 東予市沖

小・中学生を及び保護者等を招待し、フェリーでクルージングを行うとともに、洋上

見学、船内見学、四国運輸局出前講座等を行う。

街頭キャンペーン 海友婦人会宇和島支部 7/21

宇和島市きさいや広

場

海友婦人会よる街頭での海事広報資料及び「海をきれいに」の標語入りグッズ

等の配布。

海上安全・海事産業発展祈願祭

海事関係功労者等表彰式

松山・今治地方海事振興会

愛媛運輸支局

松山海上保安部

7/22

松山市三津　厳島

神社

アイテムえひめ

海事関係者による海上安全祈願祭及び海事関係功労者等表彰式。

愛媛運輸支局

(089-956-9951)

海上安全祈願祭

海事関係功労者等表彰式

松山今治地方海事振興会

今治海の日準備委員会

今治海事事務所、今治海上

保安部

7/22 今治国際ホテル 海事関係者による海上安全祈願祭及び海事関係功労者等表彰式。

今治海事事務所

(0898-33-9001)

海上安全祈願祭 宇和島海の日協賛会

7/22

10：30～

ニュー兵頭サブライム

ホール

海上安全祈願祭。

宇和島海事事務所

(0895-22-0260)

海事功労者等表彰式

宇和島海事事務所

宇和島海上保安部

南予内航海運組合

7/22

11：00～

ニュー兵頭サブライム

ホール

海事功労者等被表彰者に対し、表彰状並びに副賞の伝達・授与。

宇和島海事事務所

(0895-22-0260)

海上安全祈願祭

海事関係功労者等表彰式

新居浜海事振興協議会 7/23

リーガロイヤルホテル

新居浜

海事関係者による海上安全祈願祭及び海事関係功労者等表彰式。

今治海事事務所

(0898-33-9001)

松山みなと見学会 松山港湾・空港整備事務所 ７月下旬 松山市

小学生と保護者を対象に、「みなと」の重要性を理解してもらうため港湾業務艇

『くるしま』に乗船し港湾施設等を見学する。また、海洋環境の重要性や海洋環

境問題への関心を深めてもらうために、海面清掃兼油回収船『いしづち』の船内

見学を行う。

「海の日」協賛行事

巡視船たかつき体験航海

宇和島海上保安部 7/26

宇和島市弁天町２

丁目

 巡視船艇桟橋

一般公募（150名）を募り、巡視船たかつきにて宇和海の体験航海を実施。

○高知県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海の日」汽笛一斉吹鳴

高知運輸支局

海運事業者

旅客船事業者

7/21

12：00～

高知県内各港 高知県下の各港停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴。

高知運輸支局

(088-831-1175)
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海事関係功労者等の

表彰状伝達式

高知運輸支局

高知海上保安部

7/22

16：00～

ザ　クラウンパレス

新阪急高知

海事功労者等被表彰者に対し、表彰状並びに副賞の伝達・授与。

高知運輸支局

(088-831-1175)

みなとウォッチング 高知みなとまつり実行委員会 ７月下旬 高知港、須崎港

一般の希望者を対象に港湾業務艇「とさかぜ」で高知港及び須崎港の港湾施

設及び防波堤等を海上から見学し、港の役割を理解して頂くとともに海事思想

の普及を図る。

＜九州地区＞＜九州地区＞＜九州地区＞＜九州地区＞

○福岡県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

船員・港湾作業員慰問

全日本海員組合

全国港湾労働組合

各地区港運協会

各地区海運組合

7/1～31 北九州市内

北九州港在港船乗組員及び、港湾作業員に対し、日頃の労をねぎらい記念

品を贈呈する。

船員留守家族慰問 海友婦人会 7/1～31 北九州市内 遠洋航海中の船員留守家族を慰問、記念品を贈る。

船員・港湾作業員入院療養者慰問

九州運輸局

海友婦人会

7/1～31 北九州市内 療養施設に入院中の船員・港湾作業員を慰問し見舞品を贈る。

福岡運輸支局

093-322-2700

殉職船員慰霊祭 全日本海員組合

7/3

11:00～

北九州市・真光寺

終戦前後を通じて北九州港における海難事故による船員無縁仏の慰霊祭を

行う。

全日本海員組合

093-331-3600

海上航行安全祈願 全日本海員組合

7/3.

12:00～

北九州市・和布刈

公園

海上航行安全を祈願する。

全日本海員組合

093-331-3600

ディンギー親子体験セーリング 福岡市ヨットハーバー 7/5～7 福岡市ヨットハーバー

福岡市在住の小学生とその保護者を対象としたディンギー（風のみを動力とする

ヨット）体験教室を開催する。

未定

「海の日」クリーンアップ活動

全日本海員組合九州関門

地方支部

博多港振興協会　他

7/14

10:00～

11:00(予定)

博多ふ頭～中央ふ

頭

プロムナード周辺

岸壁等の清掃を行う。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

全国海難防止強調運動

洞海地区海難防止強調運

動推進連絡会

7/18.19

若松みなと祭り特設

ステージ

若松南海岸緑地休

憩所周辺

広く一般の方々に海難防止思想の普及を目的としたイベント。

ウォーターフロントクリーンマナーアップ作戦

北九州港振興協会、北九州

市、九州地方整備局

7/18.20 北九州港 北九州港の港内美化の啓発及び清掃活動を行う。

北九州港振興協会、北九州市、九州地方

整備局

門司海洋少年団市中パレード

洞海海洋少年団

門司海洋少年団

 洞海　7/18

門司　7/20

洞海、門司 海洋少年団による市中パレードを行い海事思想の普及に努める。 洞海海洋少年団　　　　門司海洋少年団

五平太ばやし通り競演会 若松まつり行事協賛会 7/18 中川通り 五平太ばやしの太鼓の競演を行う。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021
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くきのうみ花火の祭典

くきのうみ花火の祭典実行委

員会

7/18

洞海湾（若戸大橋

周辺）

若戸大橋周辺にて花火大会を開催する。

くきのうみ花火の祭典実行委員会事務局（若

松区役所総務企画課内）

TEL 093-761-5321

カッターレース大会

若松みなと祭りカッターレース

実行委員会

7/18 洞海湾

地域の活性化、海洋レジャーの健全な発展及び海事思想の普及をはかるため

にカッターレース大会を開催する。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

「海の日」の式典 三池海上保安部 7/19 三井港倶楽部

海の日にあわせて行われる三池港まつりの神事と式典、及び海事功労者等への

表彰式を実施。

第51回九州・山口地区中学生

海の絵画コンクール

（公社）九州海事広報協会 7/19～8/3 旧門司税関

九州各地の中学生を対象に海の絵画を公募し、優秀作品を展示、｢海の日｣

の認識を高める。

（公社）九州海事広報協会

093-321-7021

海の写真展 デジカメクラブ門司 7/19～8/3 旧門司税関 海に関する写真の展覧会を開催。

デジカメクラブ門司

093-372-3880

幼児五平太ばやし発表会 若松まつり行事協賛会 7/19

若松本町特設ス

テージ

市内の幼稚園児による五平太ばやしの太鼓の発表会を行う。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

五平太ばやし競演会 若松まつり行事協賛会 7/19

若松本町特設ス

テージ

五平太ばやしの太鼓の競演会を行う。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

カラオケのど自慢大会企業対抗戦 若松まつり行事協賛会 7/19

若松本町特設ス

テージ

企業対抗カラオケのど自慢大会を開催する。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

五平太ばやし総打 若松まつり行事協賛会 7/19 中川通り

集合した五平太舟（山車）が一斉に太鼓を打ち鳴らし、五平太ばやしを打ち納

める。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

ちびっこカーニバル 芦屋地区小型船安全協会 7/20 芦屋競艇場

小学生及び父母に対して海に関する基本知識や安全意識の向上を図るため、

イベントを実施する。

博多港・海のスケッチ

コンクール

福岡商工会議所

博多港ふ頭(株)

博多港開発

ｻｻｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ共同事業

体

博多港開発

西部ｶﾞｽ共同事業体

NPO法人福岡ﾋﾞｰﾁｽﾎﾟｰﾂｸ

ﾗﾌﾞ

(株)ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多

博多港振興協会

【表彰式】

  7/20

【展示】

  7/21～8/10

  8/11～31

 9/11～15

【表彰式】

博多港国際旅客

ターミナルホール

【展示】

博多港国際旅客

ターミナル

(7月21日～8月10

日)

ベイサイドプレイス博

多

(8月11日～8月31

日)

福岡市ヨットハーバー

(9月11日～9月15

日)

博多湾に関連した海、海岸、船、大型クレーンなどをテーマとし、小学生・幼稚

園児・保育園児からの作品を募集。入選作品を表彰し展示する。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378



33/41

関門港ボート天国

関門港ボート天国推進協議

会

7/20.

9:00～

関門港レトロ地区、

西海岸第１船だまり

周辺

海の歩行者天国～港の一定の海域を小型舟艇 等に開放して自由に遊んでも

らうことにより、海洋性レジャーの健全な発展を図る。当日は環境・灯台パネル

展、海の相談室、海のキャラクター写真撮影会、巡視艇一般公開、海難救助

展示訓練、お天気教室などを実施する。

北九州港振興協会

093-321-5900

「広島丸」体験航海 北九州市港湾空港局 7/20.　　　　9:00

海峡ドラマシップ及び

周辺

学生及び市民を対象に航海の素晴らしさを体験してもらう｢体験航海｣を実施す

る。

北九州市港湾空港局    093-321-5939

若松フラフェスティバル 若松まつり行事協賛会 7/20

若松本町特設ス

テージ

フラダンスの競演を行う。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

かっぱ祭り 若松まつり行事協賛会 7/20 久岐の浜 松明による火祭り行事を開催する。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

たいまつ行列 若松まつり行事協賛会 7/20 久岐の浜～高塔山 松明による火祭り行事を開催する。

若松まつり行事協賛会（北九州商工会議所

若松ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内）

TEL 093-761-2021

汽笛一斉吹鳴

九州運輸局

在港船

7/21正午 博多港　ほか 海の日である７月21日の正午に在港船が汽笛を一斉に鳴らす。

九州運輸局海事振興部旅客課

Tel  092-472-3155

クルーザー親子体験セーリング 福岡市ヨットハーバー

7/21.26

8/23

福岡市ヨットハーバー 福岡市在住の小学生以上を対象としたクルーザーヨット体験教室を開催する。 未定

汽笛一斉吹鳴

北九州海の日協賛会     九

州水曜会､門司エージェント

会

7/21.正午 北九州港

海の日である７月２１日の正午に在港船の協力を得て汽笛の一斉吹鳴及び満

艦飾を行う。

北九州海の日協賛会     九州水曜会､門司

エージェント会

汽笛一斉吹鳴 苅田港海の日協賛会 7/21.正午 苅田港

海の日である７月２１日の正午に在港船の協力を得て汽笛の一斉吹鳴及び満

艦飾を行う。

苅田港海の日協賛会

殉職船員慰霊祭 福岡汽船船主会

7/22

9:50～

福岡国際会議場 博多港における海難事故による船員無縁仏慰霊祭を行う。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

市営納涼船

福岡市港湾局（客船事務

所）

夏休み期間中の

金・土・日

及び8/13～15

博多湾 市営渡船「きんいん」により博多湾一周クルーズを行う。 未定

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

博多港振興協会

九州運輸局

博多港湾・空港整備事

務所

福岡海上保安部

7/22

10:30～

福岡国際会議場 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

港に出かけてみよう！

～みなとの倉庫探検ツアー～

福岡県倉庫協会

博多港振興協会

九州運輸局

7/23.24

(予定)

博多港 普段見ることのできない高度化倉庫やサイロ等をバスで見学する。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

九州運輸局

九州地方整備局

第七管区海上保安本部

九州海事広報協会

北九州海の日協賛会

7/23

10:30～

門司港ホテル 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

福岡運輸支局

093-322-2700
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海の日歓迎訪船 全日本海員組合

7/23.

13:30～

北九州港

在港船に対して入港歓迎訪船し、記念品を贈る（日本船・外国船共に1000ト

ン以上）。

全日本海員組合

093-331-3600

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

苅田港海の日協賛会

7/25

11:00～

三原文化会館 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

苅田町交通商工課

093-434-1954

海事関係物故者慰霊祭

船舶航行安全祈願祭

苅田港海の日協賛会

7/25.

9:30～11:00

善立寺、金刀比羅

宮

海事関係物故者の慰霊祭、船舶航行安全の祈願祭を行う。

苅田町交通商工課

093-434-1954

みなとめぐりクイズ大会 北九州港振興協会 7/26 北九州港一円 市民を対象にクイズ、ゲームを通して海や港の認識を深める。

北九州港振興協会

093-321-5900

関門海峡クルージング

海の日・関門海峡クルージン

グ実行委員会

7/26 北九州港一円

海上交通としてなじみ深い｢フェリー｣を利用して一般参加者を乗せ、海や港の仕

組みを解説しながら関門海峡をめぐるクルージングを実施する。

北九州港振興協会

093-321-5900

海の日ポートフェスタ２０１４ 福岡市海の日協賛会 7/27

中央ふ頭イベント

バース

未定

港へおいでよ！

～海の日ポートフェスタ～

博多港振興協会

(株)ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多

福岡海上保安部

7/27

ベイサイドプレイス

博多ふ頭～中央ふ

頭

イベントヤード

海の日を盛り上げる各種イベントを巡視船の一般公開にあわせて実施する。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

ミニミニトライアスロン 愛港会

8/3.

8:30～

和布刈、大刀浦 和布刈市民プール（水泳）  大刀浦（ﾗﾝ)､（自転車）。

海の日・博多港開港

記念ナイトクルーズ

博多港振興協会

九州運輸局

8/5 博多湾 市営渡船「きんいん」での博多湾一周クルーズを行う。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

夏休みジュニアヨット教室 福岡市ヨットハーバー 8/5～7 福岡市ヨットハーバー 小学3年生～中学3年生を対象としたヨット体験教室を開催する。 未定

海峡花火大会 海峡花火大会実行委員会

8/13.

20:00

門司区西海岸埠頭

関門海峡を挟んで共に発展してきた北九州市と下関市の絆を強め、両市民の

交流促進と海と港への関心を深める。

海峡花火大会実行委員会門司

093-331-8781

人と海のフォトコンテスト

第25回マリナーズ・アイ展

全日本海員福祉センター 8/20～9/21

北九州市立美術

館・本館

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係した写真を募集し、入賞作品上位

17点を展示。

（一財）全日本海員福祉センター

03-3475-5391

「水路記念日」記念展示

第七管区海上保安本部海

洋情報部

8/29～9/24 関門海峡らいぶ館 関門海峡付近の潮汐・潮流、伊能図や古海図の展示。

第七管区海上保安部　海洋情報部「海の相

談室」 093-321-2931（内線2511）

巡視船一般公開 福岡海上保安部 未定

中央ふ頭イベント

バース

巡視船を一般公開する。

福岡市海の日協賛会

（事務局：（一社）博多港振興協会）

Tel  092-271-1378

第29回日本の海洋画展

（北九州展）

全日本海員福祉センター 9/2～9/7

北九州市立美術

館・本館市民ギャラ

リー

現代日本画壇の海洋画約50点と特別出品江藤哲作品4点よる絵画展。

（一財）全日本海員福祉センター

03-3475-5391

三池港ロマンフェスタ 三池海上保安部

11/3

予定

三池港にぎわい広場

大牟田市が主催となり実施する三池港ロマンフェスタに合わせ、巡視艇による体

験航海、海上保安ブースをもうけパネルの展示等を行い、海上保安業務に関す

る一般市民への普及活動を実施。

○佐賀県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先
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オープンスクール 国立唐津海上技術学校

7/19

10/18

国立唐津海上技術

学校

多くの方に海上技術学校を知ってもらい、海事人材育成に寄与する。

7/19見学型オープンスクール、10/18体験型オープンスクール(各日とも4日前ま

でに申込必要）

国立唐津海上技術学校

0955-72-8269

「海の日」記念式典

海事功労者表彰式

海のカーニバル実行委

員会

佐賀運輸支局 外

7/20.

9:30～

唐津市東港海の

カーニバル特設ステー

ジ

「海の日」記念式典及び海事功労者表彰を行う。

佐賀運輸支局　　　　　　　　　　　　　0955-

72-3009

船舶体験航海

唐津海上技術学校

海上自衛隊

7/20.

9:30～

唐津港一円 海上技術学校練習船、海上自衛隊護衛艦「じんつう」の体験航海を行う。

唐津商工会議所

0955-72-5141

海上パレード 唐津地区小型船安全協会 7/20 唐津港一円 唐津港内で小型船舶による海上パレードを行う。

唐津商工会議所

0955-72-5141

第62回 九州花火大会

佐賀新聞社

唐津観光協会

7/20

20：00～

唐津港西の浜 唐津港において花火大会を開催する。

佐賀新聞社

営業局事業部

0952-28-2151

ブース開設による広報

佐賀運輸支局

唐津海上保安部

唐津港湾事務所

佐賀県

唐津市 外

7/20.

9:30～

唐津市東港海の

カーニバル会場

各官公庁等が広報パネル展示等を行う。

唐津商工会議所

0955-72-5141

汽笛一斉吹鳴 唐津地区小型船安全協会

7/20

12：00

唐津港一円 唐津港内で船舶による汽笛一斉吹鳴を行う。

唐津商工会議所

0955-72-5141

ライブ・オン・ステージ 海のカーニバル実行委員会 7/20

唐津市東港海の

カーニバル会場

地元出身歌手オンステージ、フラダンス、大島太鼓、吹奏楽演奏など地域団体

等によるステージショーを行う。

唐津商工会議所

0955-72-5141

魚のつかみどり 唐津港水産振興会 7/20

唐津市東港海の

カーニバル会場

幼児・小学生を対象とした、陸上特設プール内で魚のつかみとりを実施する。

唐津商工会議所

0955-72-5141

ふわふわくじら君 海のカーニバル実行委員会 7/20

唐津市東港海の

カーニバル会場

幼児を対象とした遊具の仮設。

唐津商工会議所

0955-72-5141

氷柱おもちゃ探し 海のカーニバル実行委員会 7/20

唐津市東港海の

カーニバル会場

小学生までを対象とした宝探しを実施する。

唐津商工会議所

0955-72-5141

唐津湾イカダ大会

唐津湾イカダ大会実行委員

会

唐津湾イカダと市民の会

7/27

10:00～

唐津市西の浜一帯 唐津湾を巡るイカダ競走を実施。

唐津湾イカダ大会実行委員会事務局

TEL:0955-72-3734

○長崎県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

長崎港「海の日」の

小学生図画コンクール

長崎港「海の日」協賛会 7/9～22

浜屋百貨店内

　ステップギャラリー

長崎市内の小学生を対象に海に関する図画を募集し、掲示する。

九州運輸局長崎運輸支局

095-822-0010
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航海安全及び大漁祈願祭

及び物故船員慰霊祭

長崎港「海の日」協賛会

7/17

（予定）

諏訪神社 海事関係者による祈願祭及び慰霊祭を行う。

長崎港海の日協賛会

（事務局：長崎市建設局　都市計画部都市

計画課）Tel  095-829-1169

海事思想普及体験

サマーキャンプ

長崎港「海の日」協賛会 7/22 諫早市 県内小学生を対象として1泊2日のキャンプを行い、海事思想普及を図る。

長崎港海の日協賛会

（事務局：長崎市建設局　都市計画部都市

計画課）Tel  095-829-1169

させぼボートフェスティバル

佐世保市海の日協賛会

佐世保市海洋スポーツ協会

7/19～20

佐世保川、佐世保

公園一帯

一般参加チームによりカッタ－レ－ス（クルー６名）やローボートレース（クルー４

名）、カヌー体験等を実施する。

させぼボートフェスティバル実行委員会事務局

0956(46)6868

オープンスクール 国立口之津海上技術学校

7/19

9/20

国立口之津海上技

術学校

多くの方に海上技術学校を知ってもらい、海事人材育成に寄与する。

練習船体験乗船・施設見学など(各日とも1週間前までに申込必要）

国立口之津海上技術学校

0957-86-2151

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

佐世保市海の日協賛会

佐世保海事事務所

長崎港湾空港工事事務所

佐世保海上保安部

7/21

10:00～11:30

佐世保市　亀山八

幡宮

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

佐世保市海の日協賛会(事務局：佐世保市

港湾部みなと振興・管理課）

0956(22)6127

航海安全祈願祭

佐世保市海の日協賛会

佐世保海事事務所

長崎港湾空港工事事務所

佐世保海上保安部

7/21

10:00～12:00

佐世保市　亀山八

幡宮

航海安全祈願祭を行う。

佐世保市海の日協賛会(事務局：佐世保市

港湾部みなと振興・管理課）

0956(22)6128

海の市民大清掃 佐世保市海の日協賛会

7/21

9:00～10:00

佐世保市内の海岸

（４カ所）

※浅子地区について

は、7月20日(日）

市民ボランテイアによる清掃を行う。

佐世保市海の日協賛会(事務局：佐世保市

港湾部みなと振興・管理課）

0956(22)6129

市中パレード

海洋少年団演奏会

佐世保海事事務所

佐世保市海の日協賛会

佐世保海洋少年団ほか

7/21

14:00～15:00

させぼ市内商店街

（四ケ町・三ケ町ア

－ケ－ド）

佐世保市　松浦公

園

海洋少年団鼓笛隊及び海事関係団体等により、パレ－ドを行う。

パレード後、海洋少年団鼓笛隊により演奏会を行う。

佐世保市海の日協賛会(事務局：佐世保市

港湾部みなと振興・管理課）

0956(22)6130

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

長崎港「海の日」協賛会

7/24

10:00～

ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル長崎グラバーヒ

ル

海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

長崎港海の日協賛会

（事務局：長崎市建設局　都市計画部都市

計画課）Tel  095-829-1169

在港船舶乗組員への長崎市長メッセー

ジ及び花束贈呈式

長崎港「海の日」協賛会

7/24

10:00～

ＡＮＡクラウンプラザ

ホテル長崎グラバーヒ

ル

日頃の労をねぎらい、感謝の意を表すメッセージ及び花束を長崎港在港船舶乗

組員に贈呈する。

長崎港海の日協賛会

（事務局：長崎市建設局　都市計画部都市

計画課）Tel  095-829-1169

海の絵画コンク－ル作品展

佐世保海事事務所

佐世保市海の日協賛会

7/25～28

佐世保玉屋デパート

６Ｆ画廊

「中学生海の絵画コンク－ル」応募作品を展示する。

佐世保海事事務所

0956(31)6165

海上パレード

「海の日」海上パレード実行

委員会事務局

7/26 長崎港内

海事思想の普及及び海への感謝の意を表するため２０数隻の船舶による海上

パレード及び旅客船による観覧クルージングを行う。

長崎港海の日協賛会

（事務局：長崎市建設局　都市計画部都市

計画課）Tel  095-829-1169

厳原港まつり

対馬市商工会青年部厳原

支部

8/2

厳原港特設ステージ

（長崎県対馬市厳

原町東里）

未定

対馬市商工会青年部厳原支部

0920-52-0452
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○大分県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事思想普及事業

運輸支局

海上保安部

大分県

大分市

大分海の日協賛会事務局

7/1～31 大分市

横断字幕掲出・ホームページによる広報、市報に行事案内掲載、新聞に広告

掲載、街頭電光ビジョンによるＰＲ、新聞・ＴＶによる表彰式の取材と広報。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

海上・産業・交通安全祈願祭 つくみ港まつり実行委員会

7/19.

9:30～

津久見市：津久見

市民会館

海事関係産業の安全を祈願する。

つくみ港まつり実行委員会

（事務局：津久見商工会議所）0972-82-

5111

「海の日」海事功労者表彰式

大分運輸支局、つくみ港まつ

り実行委員会

7/19．

10:00～

津久見市：津久見

市民会館

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等を行う。
 

大分運輸支局097-503-2011

宗麟音頭 つくみ港まつり実行委員会

7/19．

11:00～

津久見市：つくみん

公園

市内幼稚園・保育園の園児による宗麟音頭を披露する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

書道パフォーマンス つくみ港まつり実行委員会

7/19

18:45～

津久見市：駅前通り 津久見高校書道部による書道パフォーマンスを行う。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

市民総踊り「ソイヤ！つくみ」 つくみ港まつり実行委員会

7/19

19:15～

津久見市：駅前通

り、海岸通り

有志による踊りを披露する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

第３回古希軟式野球親善大会 つくみ港まつり実行委員会 7/19～20

津久見市：市民野

球場

市民野球場にて野球大会を実施する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

児童絵画展示会 つくみ港まつり実行委員会 7/19～27

津久見市：津久見

市民図書館

児童より募集した絵画を展示する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

第２１回親睦ゲートボール大会 つくみ港まつり実行委員会

7/20

8:30～

津久見市：津久見

市多目的グラウンド

津久見市多目的グラウンドにてゲートボール大会を実施する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

津久見湾クルージング つくみ港まつり実行委員会

7/20

9:30～

13:30～

津久見市：津久見

湾

旅客船による津久見湾内クルージングを行う。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

第２０回納涼茶会 つくみ港まつり実行委員会

7/20

10:00～

津久見市：岩屋公

民館

津久見市岩屋公民館にて納涼茶会を実施する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

ザ・こんせパフォーマンス つくみ港まつり実行委員会

7/20

14:00～

津久見市：つくみん

公園ステージ

音楽バンドによる演奏を行う。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

ザ・太鼓in港まつり つくみ港まつり実行委員会

7/20

16:30～

津久見市：つくみん

公園ステージ

太鼓の演奏を披露する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

納涼花火大会 つくみ港まつり実行委員会

7/20

20:00～

津久見市：津久見

港

津久見港において花火大会を開催する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111

港まつり少年剣道大会 つくみ港まつり実行委員会

7/20

9:00～

津久見市：津久見

市武道館

剣道大会を実施する。

つくみ港まつり実行委員会（事務局：津久見

商工会議所）0972-82-5111
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佐伯海の日記念式典

佐伯海の日記念事業実施

協議会

7/20

12:30～

佐伯市：佐伯市勤

労者総合福祉セン

ター　三余館

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等。

佐伯市商工振興課

0972-22-3943

海の日記念行事・講演会～若者に海へ

の夢を～

海事振興連盟

7/20

13:00～

佐伯市：佐伯市勤

労者総合福祉セン

ター　三余館

佐伯海洋少年団の結団式や、講師を招いて海に関する講演を行う。

B&G　OP級ヨット大会

西日本大会

B&G財団 7/20.21

大分県別府市北浜

ヨットハーバー

小学生を対象にOP級ディンギーのクラス別（初級・中級・上級）レースを行う。

（公財）ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

広報課03-6402-5312

海事啓発ブース

佐伯海事地域人材確保連

携協議会

7/21

9:00～

佐伯市：海上自衛

隊佐伯基地分遣隊

グラウンド及び桟橋

巡視艇「さちかぜ」の一般公開、体験航海や佐伯海上保安署によるパネル展示

を行う。

佐伯市商工振興課

0972-22-3943

サマーフェスタINさいき

海上自衛隊佐伯基地分遣

隊

7/21

9:00～

佐伯市：海上自衛

隊佐伯基地分遣隊

グラウンド及び桟橋

多用途支援艦「げんかい」の一般公開、各種展示や各種装甲車等の展示を行

う。

海上自衛隊佐伯基地分遣隊総務科

0972-22-0370

大分海の日表彰式 大分海の日協賛会

7/21

11:00～

大分市：トキハインダ

ストリー(株)明野セン

ターアクロス

海の日記念式典及び海事功労者等の表彰等。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

水難救済会への募金活動 海洋少年団 7/21

大分市：トキハインダ

ストリー(株)明野セン

ターアクロス

水難救済会が行うボランティア活動への支援として海の日表彰式会場、街頭な

どでの募金活動を行う。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

汽笛一斉吹鳴及び満艦飾

海上保安部

大分県

7/21.正午 大分市：大分港 港内停泊船の協力で、汽笛の一斉吹鳴及び満艦飾を実施。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

入院船員慰問 全日本海員組合 7/31 大分市 市内の病院に入院中の傷病船員を慰問。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

ウォーターフロントクリーン作戦 全日本海員組合 8/1

大分市：田ノ浦海浜

公園

市内田ノ浦海浜公園の海岸清掃活動を実施。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

巡視艇の一般公開 海上保安部 9/14.15

大分市：西大分かん

たん港園

西大分かんたん港園にて、巡視艇の一般公開又は放水展示を行う。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

海上自衛隊艦艇の一般公開 海上自衛隊 9/15

大分市：西大分かん

たん港園

西大分かんたん港園にて、ミサイル艇の一般公開を行う。

大分海の日協賛会

（事務局：大分港振興協議会）097-521-

2112

○熊本県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

協賛スポーツ大会

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/12～21

9:00～17:00

宇城市三角町Ｂ&Ｇ

体育館ほか

剣道・卓球・弓道・バドミントン。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

解脱墓供養

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

8:30～9:00

宇城市三角町磯山

現地

三角港築港における物故者の慰霊法要。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111
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神事

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

8:50～9:40

宇城市三角町東１

区、西港

清原・辻　元町長の頌徳祭、港発展の祈願神事（富岡記念碑）。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

海の日式典

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

10:30～11:30

宇城市三角センター 海事功労者表彰等。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

海上保安部資料展

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

9:00～16:00

宇城市三角町新岸

壁

海上保安部による資料展。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

海上保安部巡視艇　体験航海

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

10:00～10:50

11:00～11:50

13:00～13:50

14:00～14:50

宇城市三角町

海のピラミッド横桟橋

海上保安部

巡視艇「くまかぜ」体験航海、各回の募集人員１８人、会場先着順にて受付。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

陸上自衛隊装備品一般公開

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

9:00～16:00

宇城市三角町新岸

壁

陸上自衛隊　装備品 一般公開。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

海上自衛隊艦艇　一般公開

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

9:00～16:00

宇城市三角町新岸

壁

海上自衛隊　ミサイル艇 一般公開。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

ペーロン船競漕大会

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

12:30～16:00

宇城市三角町ラガー

ル裏海上

有志参加者による競漕大会。

【事前申込み要】

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

キッズダンス

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

14:40～15:40

宇城市三角町特設

ステージ

スタジオバイラス八代によるキッズダンス　無料体験レッスンあり。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

０(ゼロ）ステーション

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

15:50～16:20

宇城市三角町特設

ステージ

子ども向け　アニメソング　他。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

保育園演奏会・小学校吹奏楽演奏会

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

16:30～17:30

宇城市三角町特設

ステージ

わかき・みすみ保育園、三角小学校による演奏。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

踊りパレード

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

18:10～18:50

宇城市三角町特設

ステージ前広場

各種団体・職場・婦人会・子供会等による踊りのパレード。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

音楽演奏会

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

19:00～19:30

宇城市三角町特設

ステージ

陸上自衛隊　第８音楽隊　音楽演奏会。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

花火大会

第１９回海の日協賛・みすみ

港祭り実行委員会

7/19

20:00～20:30

宇城市三角町三角

港内

海上花火大会。

宇城市役所三角支所　経済課

0964-52-1111

○宮崎県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

宮崎県北部地区「海の日」

協賛会

7/17 細島港 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

日向市商工港湾課

0982-52-2111
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海上安全祈願祭

宮崎県北部地区「海の日」

協賛会

7/17 細島港 海上、航海の安全を祈願する。

日向市商工港湾課

0982-52-2111

慰霊祭 油津港まつり協賛会 7/19 油津港 殉職船員慰霊祭を行う。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

体験航海 油津港まつり協賛会 7/19.20 油津港 宮崎海上保安部巡視船、海上自衛隊艦艇による体験航海。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

ペアボート乗船体験 油津港まつり協賛会 7/19.20 油津港 芦屋競走場のボートを使用した乗船体験ペアボート。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

油津チョロ船乗船体験 油津港まつり協賛会 7/19.20 油津港 伝統的な木造帆船「チョロ船」の体験乗船を行う。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

花火大会 油津港まつり協賛会 7/19 油津港 花火大会。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

弁甲競漕大会 油津港まつり協賛会 7/20 油津港 弁甲（丸太）を利用した舟こぎ競漕大会。

日南市商工観光課:井上

0987-31-1134

体験航海

宮崎県北部地区「海の日」

協賛会

7/26 細島港 「飛島丸」による体験航海。

日向市商工港湾課

0982-52-2111

「海の日」記念式典

 海事功労者表彰式

宮崎県南部地区「海の日」

協賛会

7/29 油津港 海の日記念式典及び海事功労者表彰を行う。

日南市水産林政課：中村

0987-31-1135

○鹿児島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海の日式典

奄美海上保安部

奄美市

7/22

11:00

奄美観光ホテル 海事功労者表彰等。

海の日海事功労者表彰式典

運輸支局

港湾空港整備事務所

第十管区海上保安部

鹿児島海上保安部

7/24

10:30～11:30

会場：ホテルウェル

ビューかごしま

「海の日」のイベントとして海事功労者の表彰式を実施。

鹿児島運輸支局

099-222-5660

第28回桜島・錦江湾横断遠泳大会

桜島・錦江湾横断遠泳大会

実行委員会

8/3

9:00～14:00

錦江湾

鹿児島市桜島小池海岸から対岸の磯海水浴場までの海上間約４．２㌔を泳ぐ

遠泳競技大会。

未定

第51回九州・山口地区中学生

海の絵画コンクール

（公社）九州海事広報協会

鹿児島運輸支局

未定 未定 中学生を対象に海の絵画を公募し、優秀作品を展示する。

鹿児島運輸支局

099-222-5660

＜沖縄地区＞＜沖縄地区＞＜沖縄地区＞＜沖縄地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先
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まるごと沖縄クリーンビーチ２０１４

OCCN事務局（第十一管区

海上保安部環境防災課、環

境省那覇自然環境事務所、

内閣府沖縄総合事務局開

発建設部、沖縄県環境部環

境整備課）

6/1～7/31

沖縄県全域海岸・

ビーチ

沖縄クリーンコーストネットワーク（OCCN)では、毎年６月１日から７月３１日まで

の２ヶ月間を「まるごと沖縄クリーンビーチ」キャンペーンと定め、ポイ捨て防止等の

美化意識を広く県民に持っていただくため、県内各地でビーチクリーンアップ活動

等を実施しています。

海の日ビーチウオーク＆クリンーアップ大作

戦

（公社）沖縄海事広報協会 7/1 沖縄県内 海浜清掃。

体験乗船＆港めぐり （公社）沖縄海事広報協会 7/1～8/31 沖縄県内 体験乗船と港内視察。

巡視船うるま配属式典 那覇海上保安部 7/6

那覇市港内（詳細

未定）

巡視船うるま配属式典で、地元少年団と海上保安友の会を招待する。

海の日海事関係表彰、絵画コンクール表

彰

総合事務局、海上保安本

部、海事広報協会

７月中旬 那覇市内 海事功労者、絵画コンクール入賞者表彰。

一日船長任命式 沖縄総合事務局（運輸部） 7/14 港名：那覇港泊ふ頭

管内の旅客船にて「一日船長任命式」を行い、一日船長には「那覇観光キャン

ペーンレディ」が任命される。

沖縄総合事務局運輸部総務運航課

（TEL：098－866－1836

美ら海体験教室 (公社)日本海洋少年団連盟 7/19～21 沖縄県

環境教室（沖縄海の自然と海洋環境/座学・珊瑚移植）、マリンスポーツ体験

及びバーベキュー交流会を実施し、自然を守り大切にする心を育むとともに、海

洋国家日本の未来を担う人材を育成する。

汽笛の一斉吹鳴

沖縄総合事務局（運輸部）

各船舶事業者

7/21 県内各港 県内各港に停泊中の船舶が「海の日」の正午に汽笛を一斉吹鳴。

沖縄総合事務局運輸部総務運航課

（TEL：098－866－1836

海事功労者等表彰式

沖縄総合事務局

（運輸部、開発建設部）、

第十一管区海上保安本部、

公益社団法人沖縄海事広

報協会

7/25

沖縄かりゆしアーバン

リゾート・ナハ

「海の日」の海事関係功労者表彰式典を、沖縄総合事務局、第十一管区海

上保安本部、公益社団法人沖縄海事広報協会の共催より実施。

沖縄総合事務局運輸部総務運航課

（TEL：098－866－1836

「全国中学生海の絵画コンクール」沖縄

地方展の開催

公益社団法人沖縄海事広

報協会

7/28～8/5

展示会場：那覇港

泊ふ頭旅客ターミナ

ル

中学生を対象に海の絵画コンクールを実施し、入賞作品を展示。

（公社）沖縄海事広報協会

（TEL:098－863－4604）

体験こどもフェスティバル～キッズお仕事体

験！～

一般社団法人　糸満観光協

会

8/23～24 道の駅いとまん

こどもたちが、様々な職業を擬似体験し、働くことによって「給料」をもらったりサー

ビスを受けるなど実際の経済活動を通じて社会を学び、職業人としての自覚を

芽生えさせる等の趣旨のイベントへの参加依頼をうけ、那覇保安部として参加す

る。

糸満市観光協会

０９８－８４０－３１00

救急フェア うるま市消防本部 9月 （詳細未定）

イオン具志川店

（詳細未定）

例年９月９日（救急の日）前後に開催され、関係機関（海保・消防・医療機関）

により、救急に関するパネル展示等を実施する。

海上保安庁図画コンクール作品展示会 中城海上保安部 12月(詳細未定)

サンエー(具志川メイ

ンシティ)

同コンクールおいて、当部に応募のあった作品の内、各賞受賞作品を大型商業

施設にて展示。


