
「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＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海フェスタくまもと
第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～8/2

熊本市、天草市、
玉名市、宇城市、
荒尾市、宇土市、
上天草市、長洲町

「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」を熊本県有明海沿岸地域で開催するもので、有明海の代名詞でもある干潟の魅力
を全力に発信し、「つなぐ　ひろがる有明の海」をメインテーマに地域の間の交流を深めるとともに、地
域全体の発展及び海洋振興を図ることを目的に実施する。

海フェスタくまもと実行委員会事務局
（熊本市役所交通政策総室内）
TEL：096-324-5222
FAX：096-351-2182
URL：http://www.umifesta-
kumamoto.com

海フェスタくまもと海の総合展
第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～8/2 熊本港内特設会場
・「第26回マリナーズ・アイ展」入賞作品17点。
・「第40回海上美術展」絵画選抜22点。

海フェスタくまもと実行委員会事務局
TEL：096-324-5222
全日本海員福祉センター
TEL：03-3475-5391

海フェスタくまもと海の総合展
「Water screen & dancing splash」

第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～7/20
熊本港内特設ステージ
（ゾーン8）

世界最大級のウォータースクリーンに映し出される『熊本城』と色鮮やかに空を舞うド迫力の噴水パ
フォーマンス！

海フェスタくまもと実行委員会事務局
TEL：096-324-5222

海フェスタくまもと海の総合展
「チームラボ　お絵かき水族館」

第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～8/2 熊本市現代美術館
体験型のメディア・アート作品「お絵かき水族館」が登場。キミが描いた魚がうごき出す！未来の水
族館へようこそ。

海フェスタくまもと実行委員会事務局
TEL：096-324-5222
熊本市現代美術館
TEL：096-278-7500

海フェスタくまもと　「海の総合展」
海事法令手続き等の無料相談事業

第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～8/2

熊本県熊本市、
「海フェスタくまもと」
会場：熊本港内特設会
場

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許認
可など海事関係のよろず相談窓口を設け、来場者の質問・相談をお受る。

（一社）日本海事代理士会
TEL：03-3552-9688
FAX：03-3555-2957

海フェスタくまもと総合展
「全国中学生海の絵画コンクール作品
展示」

第12回海フェスタくまもと実行
委員会

7/18～8/2 鶴屋百貨店本館
「海の日」広報事業の一環として、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）九州海事広報協会
TEL：093-321-7021

海フェスタくまもと
船の一般公開・練習帆船「海王丸」

第12回海フェスタくまもと実行
委員会

8/1～8/2
熊本港コンテナヤード
（ソーラス区域）

練習帆船「海王丸」の一般公開を実施する。
海フェスタくまもと実行委員会事務局
TEL：096-324-5222

＜全国各地＞

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

「水辺の安全教室」
(公財）B&G財団
全国のB&G海洋センター・海
洋クラブ

6月～9月
B&G海洋センター
B&G海洋クラブ

都内小学校プールなど

主に小学生を対象に、着衣泳・ライフジャケット浮遊体験・ペットボトル救助体験などを行い、海や
川の安全教育活動を実施。

（公財）B&G財団
事業部海洋教育課
TEL：03-6402-5313

プールでOPヨット体験会
（公財）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
B&G海洋クラブ

小中学生に「安心・安全・手軽」にヨットを体験できるように、プールに小型ヨットを持込み、扇風機
の風で帆走する。ヨットの仕組みのみでなく安全対策等についても学ぶ機会を提供する。

（公財）B&G財団
事業部
海洋センター・クラブ課
TEL：03-6402-5314

平成２７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
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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

海辺のWater Safety キャンペーン
特定非営利活動法人
日本ライフセービング協会

6月～8月 全国各地
海辺の溺水事故防止の実践活動、啓もう活動として、夏季海水浴場シーズン前、シーズン中を対
象に、溺水事故防止に関して取り組む。

特定非営利活動法人
日本ライフセービング協会
TEL：03-3459-1445
URL：http://jla.gr.jp

無料健康相談等 (一社)日本海員掖済会 7/1～7/31
本会の各病院・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。
（一社）日本海員掖済会
TEL：03-3541-4661

2015「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
港湾海岸防災協議会

7/1～9/30 全国各地
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。

フォトコンテスト事務局
TEL：03-5549-9575

若者の水難救済ボランティア教室
（公社）日本水難救済会
都道府県水難救済会

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・中学校生等の若者に、海での安
全意識の向上を図ると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

（公社）日本水難救済会
TEL：03-3222-8066

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 全国各地
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旅客船に係るイベント等で
使用する。

（一社）日本旅客船協会
TEL：03-3265-9681

平成27年度全国海難防止強調運動
日本海難防止協会、海上
保安協会、海上保安庁

7/16～7/31 全国各地 海の事故防止に係る啓発活動を実施。
海上保安庁交通部安全課
TEL：03-3591-6361

新聞「海の日」特集号の発行 （公財）海上保安協会
7/16

(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。

（公財）海上保安協会
TEL：03-3297-7580

パンフレット作成・配布「平成27年度版
内航海運の活動」

日本内航海運組合総連合
会

7/20 全国各地 「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。
日本内航海運組合総連合会
TEL：03-3263-4741

船員労働安全衛生月間 (一社)日本海員掖済会 9/1～9/30
本会の同会の各病院・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。
（一社）日本海員掖済会
TEL：03-3541-4661

歳末無料健康相談 (一社)日本海員掖済会 12/1～12/31
本会の同会の各病院・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。
（一社）日本海員掖済会
TEL：03-3541-4661
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3.その他

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

洋上救急慣熟訓練
（公社）日本水難救済会
各洋上救急センター地方支
部（10箇所）

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・各洋上救急センター地方支部協力
協力：海上保安庁、管区海上保安本部

（公社）日本水難救済会
TEL：03-3222-8066

青い羽根募金強調運動期間
（公社）日本水難救済会
地方水難救済会（40地域）

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
TEL：03-3222-8066

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 全国各地
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乗船無料キャ
ンペーン」を全国の会員事業者に呼びかけ、実施する。

（一社）日本旅客船協会
TEL：03-3265-9681

＜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 耐震旅客船ターミナル
港湾を花で飾り、訪れる観光客等に親しんでもらうフラワーポート事業に参画し、港湾の美化の推
進を図る。

釧路運輸支局
TEL：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
TEL：0143-23-5001

ポスター等の配付 室蘭運輸支局 6月下旬 室蘭駅他 公共施設等に対し、「海の日」「海の月間」ポスターの掲示を依頼する。
室蘭運輸支局
TEL：0143-23-5001

巡回広報
室蘭市港湾部
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

6/26 室蘭市内及び近隣市町
室蘭市の広報車による、室蘭市内及び近隣市町（伊達市・登別市）を巡回広報し、広報資料・
グッズ等を配付する。

室蘭運輸支局
TEL：0143-23-5001

第19回港 in 白糠大漁まつり 白糠町 6/28 白糠漁港 海保ブース出展。
釧路海上保安部管理課
TEL：0154-22-0118

字幕等の掲揚
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7/1～7/31
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
TEL：0143-23-5001

ライトアップ 室蘭港海の日会
7/1
7/10
7/16

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
TEL：0143-23-5001

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月 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
TEL：0144-32-5901

3



地元ラジオ局による
月間行事周知放送の実施

釧路海の月間実行委員会 7月 ＦＭくしろ 海の月間行事について、「ＦＭくしろ」によるパブリシティを実施する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

体験乗船
北海道運輸局
北海道旅客船協会

7/2 北海道羽幌町
羽幌町の小学生（６年生）を対象に、観光航路であるとともに島民にとって生活に欠かすことの出来
ない羽幌～焼尻航路に体験乗船し、運航する船舶やそこで働く船員の仕事、運ばれている物品に
ついて学習を行いその必要性、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
TEL：011-290-1011

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

7/2
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。（若年内航船員確保推進
事業と共催）

室蘭運輸支局
TEL：0143-23-5001

海岸清掃 釧路海の月間実行委員会 7/2 釧路港西港区及び海浜 港湾関係者等により、釧路港港湾地帯及び海浜のゴミ拾いを実施する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

フェリー体験航海
稚内港海の月間実行委員
会

7/4 稚内～礼文島 稚内市内小学校児童を対象に、フェリー体験航海を実施する。
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL：0162-23-5047

港内見学会

釧路運輸支局
釧路開発建設部
釧路市
釧路海の月間実行委員会

7/10 釧路港西港区 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、施設見学を行う。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

石狩川　下覧櫂　水上オートバイ・スー
パーキッズボート体験乗船

（公財）マリンスポーツ財団 7/11～7/12
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
TEL：03-3454-1151

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（北海道地区）

（公社）北海道海事広報協
会

7/13～7/21
小樽駅前第2ビル公共プ
ラザ
（㈱長崎屋1Ｆ）

「海の日」広報事業の一環として、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）北海道海事広報協会
TEL：0134-22-2060

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

7/14、7/23 函館港 クルーズ客船「ダイヤモンド・プリンセス」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

港湾清掃（予定） 根室港海の日の会 7月中旬 根室港 海のフェスティバル会場周辺の港湾清掃を行う。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

「海の日」記念写生会 海の日を祝う会 7月中旬
函館国際水産・
海洋総合研究センター

子ども達による海の風景および海で活躍する船の写生会を実施。
海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL：0138-21-3495

海に係わる映画の上映 釧路海の月間実行委員会 7/17～7/20 釧路市立図書館 海に係わる映画を特集し、一般市民向け上映する。（無料）
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

魚拓づくり体験講習会
登別魚拓同好会
室蘭港海の日会

7/18～7/20
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。

室蘭運輸支局
TEL：0143-23-5001
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事業名未定（みんなで海に大集合）
稚内市教育委員会
一般財団法人稚内市体育
協会

7/18
（予定）

抜海港
稚内市少年自然の家
（予定）

未定（昨年は、海遊び（カニ釣り等）、工作）
稚内市社会教育センター「子どものひろば」、稚内少年自然の家「わんぱくチャレンジ”夏”」共催事
業。

稚内市教育委員会
社会教育グループ
TEL：0162-23-6520
一般財団法人稚内市体育協会
TEL：0162-28-1632

函館地方気象台見学会 函館地方気象台
7/18

10:00～15:00
函館市美原3-4-4
函館地方気象台

施設公開、各種実験等。

函館地方気象台
TEL：0138-46-2214
URL：http://www.jma-
net.go.jp/hakodate-
c/guide/kengakukai2015.html

函館みなとパネル展 函館開発建設部 7/19～7/20
函館市国際水産・
海洋総合研究センター

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）

海のフェスティバル
釧路運輸支局
根室港海の日の会

7/19 根室漁業協同組合上屋 ふれあいコーナー開設、グッズの配布等、海とみなとパネル展と同時開催
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

親子セミナー
北海道運輸局
北海道旅客船協会

7/19 小樽フェリーターミナル

小樽港において実施する「マリンフェスタin小樽」の協賛事業として、小学校高学年及び保護者を対
象に海事産業や船員に対する理解醸成、認知度向上を目的に親子セミナーを開催する。内容は
講師（海事系マイスター）から船員の仕事を講義するとともに、フェリー事業者の協力を得て船内見
学会やパネル展などを企画する。

北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産
業課
TEL：011-290-1011

海開き 稚内市教育委員会 7/19 坂の下海水浴場 坂の下海水浴場において、海開きを実施する。
稚内市教育委員会
スポーツ・文化グループ
TEL：0162-23-6521

マリンフェスタ in 小樽 （公財）マリンスポーツ財団 7/19
北海道小樽市

（築港臨海公園）
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート）等、
展示ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団
TEL：03-3454-1151

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
TEL：011-290-1011

函館港で活躍する官庁船見学会 函館運輸支局 7/20 函館港内
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

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

マリンフェスタ2015
函館市
函館国際水産・海洋都市推
進機構

7/20
函館市国際水産・
海洋総合研究センター

講演会、海を学ぶ体験型教育プログラム、ヨット試乗体験、タッチプール、パネル展示、茶道茶会、
海産物や加工品の販売。

函館市国際水産・海洋総合研究セン
ター
TEL：0138-21-4700

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 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。
エンルムマリーナ室蘭
TEL：0143-27-4188

汽笛の一斉吹鳴
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7/20 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
TEL：0143-23-5001
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パネル展 室蘭開発建設部 7/20
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
TEL：0143-25-7048

室蘭港ポートウォッチング 室蘭開発建設部 7/20
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
TEL：0143-25-7048

水族館の無料開放
室蘭観光協会
室蘭港海の日会

7/20 市立室蘭水族館 市立室蘭水族館の無料開放日に、来園者へ記念品を配布する。
室蘭運輸支局
TEL：0143-23-5001

灯台の一般公開 室蘭海上保安部 7/20 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
TEL：0143-23-0118

汽笛一斉吹鳴
室蘭運輸支局苫小牧海事
事務所

7/20
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
TEL：0144-32-5901

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局 7/20 釧路港 海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴を実施する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局 7/20 根室港 海の日の正午に港内停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴を実施する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

汽笛の一斉吹鳴
稚内港海の月間実行委員
会

7/20
12:00～

稚内港内 稚内港内に停泊中の船舶が、7月20日正午から20秒間汽笛吹鳴を行う。
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL：0162-23-5047

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

7/20
（予定）

宗谷岬灯台 灯台の一般公開。
稚内海上保安部
TEL：0162-22-0118

わっかない海の駅まつり ㈱副港開発、稚内市
7/20

（予定）
わっかない海の駅
（稚内副港市場）

未定（海の駅施設周辺で、各種イベントを実施する。）

稚内市建設産業部港湾課
TEL：0162-23-6483
㈱副港開発
TEL：0162-29-0829

「めだかの学校」海の日コンサート
めだかの学校、北海道みなと
まちづくり女性ネットワーク室
蘭

7/20 市立室蘭水族館 海にちなんだ童謡や唱歌を歌い、海に対する思いを深めるコンサート。 めだかの学校

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会 7/20 苫小牧
一般の方にフェリーを見学して頂く。
(商船三井フェリー乗船見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

汽笛の一斉吹鳴 「海の日を祝う会」 7/21 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」 7/21 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 7/21 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
TEL：0143-23-5001
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「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

7/21 ホテルセピア花壇 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
TEL：0143-23-5001

海の日記念式典 海の日を祝う会 7/21 函館市五島軒本店 海事功労者表彰を行う。
海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL：0138-21-3493

港の清掃活動
「海の日を祝う会」
函館港湾振興会
函館市

7/22 函館港 関係者による港の清掃活動「クリーン作戦」を実施。
函館市港湾空港部港湾空港振興課
TEL：0138-21-3493

児童絵画展及び表彰式 釧路海の月間実行委員会

絵画展
7/24～7/26

表彰式
7/23

釧路市観光国際交流セ
ンター
釧路プリンスホテル

釧路市内の小学生を対象に海をテーマにした絵画を募集し、展示する。また、優秀な作品に対す
る表彰を行う。

釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

海の絵画展
室蘭観光協会
室蘭港海の日会

7/24～7/31 未定
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
TEL：0143-23-5001

釧路みなとパネル展 釧路開発建設部 7/24～7/26
釧路市観光国際交流セ
ンター

釧路港の歴史や機能をパネルにして展示する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

在港船訪船慰問
海の月間苫小牧地区実行
委員会

7/24
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
TEL：0144-32-5901

街頭広報活動 釧路海の月間実行委員会 7/25
釧路市観光国際交流セ
ンター

パネル展、絵画展会場において、観葉植物の配布や海に関するクイズラリーを実施する。
釧路運輸支局
TEL：0154-51-0057

児童絵画展
海の月間苫小牧地区実行
委員会

7月25日～28日
（表彰式：27日）

苫小牧市民活動センター
１階市民ギャラリー

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「場所：未定」において絵画展を
実施、入選者の表彰式を実施。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL：0144-32-5901

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月下旬 函館港各埠頭 港湾関係者による港の清掃活動。
海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL：0138-21-3496

わっかない海の駅まつり ㈱副港開発・稚内市 7月下旬 稚内副港市場
海の駅を広く市民に周知するとともに、海とふれあう機会を設けることを目的としたまつり（みなと見学
会等）。

㈱副港開発・稚内
TEL：0162-23-5047

第4回室蘭港鉄人船漕ぎ大会
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

7/26 室蘭港入江ふ頭
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
めに、船漕ぎ大会を開催。

（一社）室蘭観光協会
TEL：0143-23-0102

港内体験航海

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

7/27～7/29 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」により港内体験航海
を実施

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL：0144-32-5901
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稚内地方気象台の施設見学会 稚内地方気象台
8/1

10:00～15:00
稚内港湾合同庁舎 気象台の施設見学会。（観測機器等の見学、パネル展示、実験コーナー等）

稚内地方気象台
TEL：0162-23-2679

稚内港で活躍する船舶大集合

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（予定）

8/1
12:00～15:00

（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。

北海道運輸局旭川運輸支局
（稚内庁舎）
TEL：0162-23-5047

釧路みなと祭り 釧路市
8/2

詳細未定
釧路港 巡視船一般公開予定。(詳細未定)

釧路海上保安部管理課
TEL：0154-22-0118

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

8/4
（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
TEL：0162-22-0118

第19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月中旬締め切
り
写真展：9月下
旬

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
TEL：0138-21-3494

くしろOHさかな祭り 釧路市
9/6

 詳細未定
釧路副港 巡視船一般公開予定。(詳細未定)

釧路海上保安部管理課
TEL：0154-22-0118

＜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。

○青森県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海の日パラレルイベント 青森港振興協会 7月～8月 青森港中心 「海の記念日由来の地・青森」の啓発と子供たちによるクルーズ客船歓迎体験プログラム事業。
青森港振興協会
（青森市経済部交流推進課）
TEL：017-734-5415

安潟みなとまつり 青森県商工会議所 7月中旬～下旬 青い海公園 海の日の発祥の地青森港を広く周知する活動を目的に、ステージイベントやPRブース等を実施。
安潟みなとまつり実行委員会
TEL：017-734-1311

海のボート天国 青森商工会議所 7月中旬 聖徳公園前 青森湾内無料体験クルージングを行い、より多くの人に港湾について知ってもらう機会として実施。
安潟みなとまつり実行委員会
TEL：017-734-1311
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青森安潟みなとまつり2015
青森安潟みなとまつり実行委
員会

7/17～7/20
及び

7/24～7/26

青森港、
青い海公園

青森港海のボート天国、各種イベント。
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）
TEL：017-734-1311

第28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

7/18～7/20 青森港～函館港 青函ヨットレース、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
TEL:017-738-8317

護衛艦見学会 八戸港海の日実行委員会 7/18～7/19 八戸港 船舶に親しむため、イージス護衛艦「みょうこう」の見学会を実施する。
事務局
(八戸港湾運送)
TEL：0178-29-3111

青森港「海の日」図画コンクール 青森港振興協会 7/19～8/24 八甲田丸船内 青森市内の小学生を対象に「海」をテーマにした図画コンクールを開催し、優秀作品を展示。
青森港振興協会
（青森市経済部交流推進課）
TEL：017-734-5415

灯台の一般公開 八戸海上保安部 7/20 八戸市　鮫角灯台 灯台の一般公開を実施。
八戸海上保安部
TEL：（0178）-33-1222

八甲田丸港フェスタ NPOあおもりみなとクラブ 7/20～7/21
八甲田丸船内およびその
周辺

船内クイズラリー他各種イベント。
NPOあおもりみなとクラブ
TEL：017-735-8150

汽笛一斉吹鳴 青森運輸支局 7月中 青森港在港船舶 港内停泊中船舶による汽笛の一斉吹鳴。
青森運輸支局海事部門
TEL：017-739-8112

汽笛一斉吹鳴 八戸海事事務所 7/20 八戸港 在籍船による一斉汽笛吹鳴。
八戸海事事務所
TEL：0178-33-0718

鮫角灯台一般公開 八戸海上保安部交通課
7/20

9：00～16：00
鮫角灯台 灯台の一般公開。

八戸海上保安部交通課
TEL：0178-32-4691

「海の日」海事関係功労者等表彰式

八戸港海の日実行委員会、
八戸海事事務所、八戸海
上保安部、八戸港工事事
務所

7/21 シーガルビューホテル 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。
事務局(八戸港湾運送)
TEL：0178-29-3111

在籍船訪問
八戸海事事務所、八戸港
海の日実行委員会

7/21 八戸港 商船等訪問、記念品配布。
事務局(八戸港湾運送)
TEL：0178-29-3111

「海の日」記念式典並びに表彰式（海事
功労者表彰式等）

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、青森海
上保安協会青森支部

7/28 ホテル青森 海事功労の顕著な者に対する表彰式。

青森港振興協会
（青森市経済部交流推進課）
TEL：017-734-5415
他実施団体

灯台の一般公開 青森海上保安部 8月上旬 竜飛崎灯台 灯台の一般公開。 青森海上保安部（予定）

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会
8/4～8/5
（予定）

むつ
一般の方に観測船を見学して頂く。
(JAMSTEC　海洋地球研究船「みらい」見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
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○岩手県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

傷病船員慰問
岩手運輸支局、全国海友
婦人会宮古支部

7月中 宮古市内病院 見舞品配布等。
岩手運輸支局
TEL：0193-62-3500

在籍船訪問 岩手運輸支局 7月中 宮古港 商船等訪問、記念品配布。
岩手運輸支局
TEL：0193-62-3500

汽笛一斉吹鳴 岩手運輸支局 7月中 宮古港 在籍船による一斉汽笛吹鳴。
岩手運輸支局
TEL：0193-62-3500

汽笛一斉吹鳴 岩手運輸支局 7月中 釜石港 在籍船による一斉汽笛吹鳴。
岩手運輸支局
TEL：0193-62-3500

「海の日」記念式典（海事功労者表彰
式等）

岩手運輸支局、宮古市、宮
古港海事振興会

7/22 市民文化会館 海事功労の顕著な者に対する表彰式。
宮古港海事振興会
（宮古市水産課）
TEL：0193-68-9099

「海の日」海事関係功労者等表彰式
釜石市「海の日」実行委員
会、釜石市漁業協同組合
連合会、釜石市

7/23 釜石湾漁業協同組合 海事功労の顕著な者に対する表彰式。
釜石市「海の日」実行委員会
（釜石市水産課）
TEL：0193-22-2111

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月下旬 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
TEL：0194-52-2111
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○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 気仙沼港海事振興会他 7月 気仙沼市内の病院 入院している船員保険患者へ慰問。
気仙沼市産業部水産課
TEL：0226-22-6600

海難遺児家庭訪問 気仙沼港海事振興会他 7月 気仙沼市内
①市内に在住する当該小・中学生。
②①以外で過去１年間に海難遺児となった小・中学生。
（気仙沼港を母港とする船）

気仙沼市産業部水産課
TEL：0226-22-6600

第52回全国中学生海の絵画コンクー
ル作品展（東北地区）

（公社）東北海事広報協会
①7/12～7/26
②8/3～8/17

①仙台市「仙台港フェ
リーターミナルビル２階」
②石巻市「宮城県慶長
使節船ミュージアム（サ
ン・ファン館）」

「海の日」広報事業の一環として、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）東北海事広報協会
TEL：022－362－4524

塩竃みなと祭 塩竈みなと祭協賛会 7/19～7/20 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）。
塩竃市観光物産協会
TEL：022-364-1165

「海の日」海事関係功労者表彰式 気仙沼海事事務所他 7/23
サンマリン気仙沼ホテル観
洋

海事関係者の参加のもと、平成27年「海の日」海事関係功労者表彰式を実施。
気仙沼海事事務所
TEL：0226-22-6906

「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

7/24 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
TEL：022-791-7512

○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 みなと祭り実行委員会 7/12 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。

事務局
TEL：018-552-6341

秋田港海の祭典
秋田港海の祭典実行委員
会

7/25～7/26 秋田市
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。

秋田商工会議所　土崎支所
TEL：018-845-5983

11



○山形県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

酒田灯台一般公開 酒田海上保安部 7/20
酒田灯台　　　　　　（酒
田北港緑地展望台）

灯台の一般公開、灯台の写真展示。
酒田海上保安部交通課
TEL：0234-24-0055

海事功労者表彰式
「海の日」記念事業実行委
員会

7/22 酒田産業会館 海事関係功労者に対する表彰式。
酒田市商工観光部商工港湾課
TEL：0234-26-5785

2015みなとオアシスまつり
「海の日」記念事業実行委
員会

7/26
山形県酒田市
酒田港本港「みなとオアシ
ス酒田」

一般市民を対象とした各種催し物、物販、船舶の一般公開、港内見学会。
酒田市商工港湾課港湾空港係
TEL：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

汽笛一斉吹鳴 在港船舶
7/20
正午

小名浜港 港内停泊中船舶による汽笛の一斉吹鳴。
福島運輸支局小名浜庁舎
TEL：0246-54-2311

「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

7/22
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27年「海の日」海事関係功労者表彰式を実施。
福島運輸支局小名浜庁舎
TEL：0246-54-2311

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 7/25～7/26
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
TEL：03-3454-1151

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

7/26～7/27
小名浜港アクアマリンパー
ク

「いわき花火大会（8/1）」のプレイベントとして開催される、海と港の魅力に触れられる市民参加型
イベント。
【開催内容（H26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    ▽ジェットスキーアクロバットショー
▽巡視船一般公開            ▽よさこい・フラダンスステージ
▽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
TEL：0246-53-5677
URL：
http://www.iwakihanabi.com/onahama_
kaiyusai/index.htm
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＜関東地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

「関東の旅客船おでかけマップ」冊子発
行

関東旅客船協会 7/20
関東地区各旅客船事業
者

「海の日」に合わせて「関東の旅客船おでかけマップ」を発行、合わせて関東の旅客船を題材とした
写真を募集し、入選作には賞品を贈る。

関東旅客船協会
西牧
TEL：03-5733-4863

関東の旅客船フォトコンテスト 関東旅客船協会

撮影期間：平成
27年「海の日」
～平成27年12
月31日

関東地区旅客船事業者
（関東旅客船協会会員）

「海の日」に合わせて、冊子「関東の旅客船おでかけガイドマップ」を発行し「海の月間」運動の趣旨
を記載して啓蒙活動を行う。
あわせて、関東の旅客船を題材とした写真を募集し、入選作には賞品を贈る。
（撮影期間：平成27年「海の日」～平成27年12月31日）

関東旅客船協会
TEL：03-5733-4863

国際交流事業
(公社)日本海洋少年団連
盟

8月上旬～
東京、神奈川及び、
千葉

日本海洋少年団全国大会にあわせて来日する国際海洋少年団協会に加盟する海洋少年団員
と当連盟に加盟する海洋少年団員が２週間程度、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。

（公社）日本海洋少年団連盟
TEL：03-3553-1818
URL：http://www.jsf-japan.or.jp

海洋環境教育としての「海藻おしば教
室」

(一財)日本海洋レジャー安
全・振興協会（振興事業部）
海藻おしば教室

未定

（予定小学校）
①小岩小学校
(江戸川区）
②八幡野小学校
（伊東市）
③富戸小学校
（伊東市）
④永田台小学校
（横浜市）
⑤御前崎小学校
（御前崎市）

海ばなれの進む昨今、広く子供達に海への親しみを啓発し、「海藻おしば教室」を通じて、海洋環
境保全の大切さを学んでもらう。

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
（振興事業部）
TEL：045-228-3061

○東京都

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

2015年｢世界水路の日｣記念展示 海上保安庁海洋情報部

　　6/1～6/30
　13:00～17:00
※土日祝日除
く。

海洋情報資料館
（海上保安庁海洋情報
部庁舎1F）
東京都江東区青海2-5-
18

海底地形図などの展示。
海上保安庁海洋情報部
技術・国際課国際業務室
TEL：03-5500-7124

東京港クリーンアップ
東京港港湾運送事業協同
組合

7/1～7/31 東京港各公共ふ頭 東京港公共ふ頭港湾地帯（陸上）の清掃を行う。
東京港港湾運送事業協同組合
TEL：03-3452-3811

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（港湾施設見学会）

(一社）日本船主協会 7～8月
東京（大井コンテナター
ミナル）他

一般の方にコンテナターミナルやその他港湾施設等を見学して頂く。
(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

表敬慰労訪船
「海の月間」東京地区実行
委員会

7月上旬 東京港内各埠頭
東京港に入港・停泊中の船舶を訪船し、「海の日」・「海の月間」活動について周知するとともに、
乗組員の航海の労をねぎらう。

(公社）関東海事広報協会
事務局長　廣岡
TEL：045-201-6575

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。
URL：http//www.nippon-
maru.or.jp/port-museum/
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海運を知ってもらうための
各種講演・セミナー

(一社）日本船主協会 7/7 東京 一般の方に外航海運の概要等について、容易にご理解頂くためのセミナー。
(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7181

海上保安庁音楽隊サマーコンサート 海上保安庁音楽隊
7/8

12:10頃～

日比谷公園小音楽堂
（東京都千代田区）
公園内にある大噴水の近
く。

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）

マリンカーニバル2015 in アーバンドッグらら
ぽーと豊洲

（一社）日本マリン事業協会 7/11～7/12
アーバンドック
ららぽーと豊洲

マリンレジャーをより身近に感じてもらい、その魅力を訴求する一般向けのイベント。 （一社）日本マリン事業協会
TEL：03-5542-1201

豊洲マリンフェスタ2015 （公財）マリンスポーツ財団 7/11
東京都江東区

（ららぽーと豊洲）
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート）
展示ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団
TEL：03-3454-1151

カヌー操船体験教室 船の科学館 7/12
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
る基本的な知識を併せて学ぶ体験教室。

(公財)日本海事科学振興財団
TEL：03-5500-1111
URL：http://funenokagakukan.or.jp

マリンチャレンジ2015
マリンチャレンジ
実行委員会

7/12 東電堀（豊洲） マリンレジャーの楽しさを体験頂くイベント。
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
（振興事業部）
TEL：045-228-3062

「海の月間」東京港パネル展 東京都港湾局 7/13～7/19
都庁第一本庁舎　　　1

階展示スペース
東京港や臨海副都心など海にちなんだパネルを展示する。

東京都港湾局総務部総務課
TEL：03-5320-5524

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
②7月中旬～
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
TEL：03-3553-1818
URL：http://www.jsf-japan.or.jp

「海の月間　海浜クリーンアップ」 全日本海員組合 7/17
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。

全日本海員組合
TEL：03-5410-8329

平成26年度エコシップ・モーダルシフト優
良事業者の表彰

エコシップマーク・モーダルシフ
ト事業実行委員会
（一社）日本長距離フェリー
協会
日本内航海運組合総連合
会

7/17 海運クラブ（東京）
地球環境に優しい海上貨物輸送を一定以上利用している荷主、物流事業者の中から特に顕著
な功績のあった事業者に対する表彰式を実施する。

（一社）日本長距離フェリー協会
TEL：03-3265-9685

海の灯まつり ｉｎ お台場
「海の灯まつりｉｎお台場」実
行委員会（事務局：東京港
埠頭㈱）

7/19
7/20

お台場海浜公園 海の安全を祈願し、お台場海浜公園の砂浜にロウソクを入れた紙袋を並べて地上絵を描く。
東京港埠頭㈱
TEL：03-3599-7303

東京港見学会 東京港埠頭㈱ 7/19 東京港内
水上バスを使用して、弊社が管理運営する施設や指定管理事業などを紹介する。
（350人募集予定）

東京港埠頭㈱
TEL：03-3599-7303

汽笛の一斉吹鳴

(一財）海上災害防止セン
ター
東京海上保安部
東京消防庁臨港消防署

7/20 東京港内関係桟橋
「海の日」の正午を期して、停泊船が汽笛の一斉吹鳴を実施する。
（約１０秒の長音を１回）

(一財）海上災害防止センター
総務部総務課
TEL：045-224-4311
東京海上保安部管理課
TEL：03-5564-1118
東京消防庁臨港消防署
TEL：03-3534-0119
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東京港企画乗船会（外国人対象） 東京都港湾局 7/20 東京港内
「海の日」にちなみ外国人の方々に東京港を知っていただくための乗船会を実施する。
（６０名程度を予定）

東京都港湾局総務部総務課
TEL：03-5320-5524

外国海事関係機関に対する洋上救急
情報提供活動

（公社）日本水難救済会 7月 東京
国際海事機関（IMO)の世界海の日パラレルイベントにおいて、洋上救急紹介ビデオ（英語版）を配
布し、参加外国海事関係機関に対して情報提供を行う。　　　　　　　　　　　　　主催：日本水難
救済会

（公社）日本水難救済会
TEL：03-3222-8066

汽笛の一斉吹鳴
（一財）海上災害防止セン
ター

7/20 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＞消防船「おおたき」、「きよたき」

（一財）海上災害防止センター
消防船課
TEL：045-224-4318
URL：http://www.mdpc.or.jp/

東京みなと館の無料開放 （一社）東京都港湾振興協
会

7/21 東京みなと館 「海の日」を記念して、東京みなと館を無料開放する。 （一社）東京都港湾振興協会
TEL：03-5500-2584

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会 7/21 東京（晴海ふ頭）
一般の方に停泊中の船を見学して頂く。
(日本郵船　自動車専用船　および　航海訓練所「日本丸」見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（港湾施設見学会）

(一社）日本船主協会 7/21・8/4 東京港
一般の方にコンテナターミナルやその他港湾施設等を見学して頂く。
(視察船「新東京丸」乗船会　港湾探検クルーズ）

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

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式典を開催する。

関東運輸局東京運輸支局（青海庁舎）
運航担当　内山
TEL：03-5530-2320
EMAIL：uchiyama-a55mx@mlit.go.jp

航海訓練所練習船「銀河丸」見送り見
学会

（独）航海訓練所 7/25 東京港晴海埠頭 実習訓練のため東京港を出港する「銀河丸」の見送り及び船内見学会を実施する。
（独）航海訓練所　教育部企画研究課
伊東
TEL：045-211-7316

出港式
(独）航海訓練所、関東運輸
局

7/25 東京港（銀河丸） 遠洋航海出港見送り。 TEL：045-211-7317（企画）

日本海洋少年団全国大会
(公社）日本海洋少年団各
地区連盟

7月下旬～ 東京
当連盟に、加盟する海洋少年団及び国際海洋少年団協会に加盟する各国の海洋少年団が参
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、団員間の友情や
国際間の交流を育むなど、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
TEL：03-3553-1818
URL：http://www.jsf-japan.or.jp

セーリングカヌー乗船体験教室 船の科学館 7/26
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乗船体験教室。

(公財)日本海事科学振興財団
TEL：03-5500-1111
URL：http://funenokagakukan.or.jp

東京湾海洋体験アカデミー （公財）B&G財団 7/27～7/31 神奈川県及び東京都 小中学生を対象に、首都圏の海のプロフェッショナルの仕事を体験する4泊5日の体験学習。
（公財）B&G財団
事業部海洋教育課
TEL：03-6402-5313
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B&G全国ジュニア水泳競技大会 （公財）B&G財団 8/17 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
して開催する。

（公財）B&G財団
事業部
海洋センター・クラブ課
TEL：03-6402-5314

第17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 8/19～8/21 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。

（一社）大日本水産会
TEL：03-3585-6681

第30回日本の海洋画展
併設展：海に生きる者の絵画展

(一財）全日本海員福祉セン
ター

8/25～8/30 東京芸術劇場
現代日本画壇の海洋画約43点と特別出品中村琢二作品5点による絵画展。
併設展：海事関係者絵画約35点を展示。

(一財）全日本海員福祉センター
TEL：03-3475-5391
東京芸術劇場
TEL：03-5391-2111

第144回水路記念日特別展示 海上保安庁海洋情報部

　　9/7～10/2
　13:00～17:00
※土日祝日除
く。

海洋情報資料館　（海上
保安庁海洋情報部庁舎
1F）
東京都江東区青海2-5-
18

海図などの展示。
海上保安庁海洋情報部
海洋情報部企画課監理
TEL：03-5500-7139

第16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。

海上保安庁警備救難部環境防災課
TEL：03-3591-6361(内線3930）

○神奈川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海事振興パネル展

関東運輸局
日本船員厚生協会
東京諸島観光連盟
海レ協
関東地方船員対策協議会

①6/28
②7/20
③9/23

日本丸メモリアルパーク
内航海運パネル展示、就労支援相談、船員厚生事業等PR、救命胴衣着用推進広報等、海の
駅広報、東京諸島風景パネル展。

関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

人と海のフォトコンテスト
第26回マリナーズ・アイ展

（一財）全日本海員福祉セ
ンター

6/30～7/6 みなとみらいギャラリーAB 「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点による写真展。
（一財）全日本海員福祉センター
TEL：03-3475-5391

海上保安資料館横浜館（工作船資料
館）における周知活動

第三管区海上保安本部 7/1～7/31 海上保安資料館横浜館
一日平均約805名の見学者が訪れ広報効果の見込める同館において、「海の月間」に関する各種
ポスター等を掲示し啓蒙活動を行う。

第三管区海上保安本部総務部総務課
TEL：045-211-1118

第28回横浜港ボート天国・YYC横浜市
長杯ヨットレース・横浜港ボート天国開
会式ディンギーヨットレース・ＹＣＣ体験乗
船会  他

横浜港ボート天国実行委員
会
横浜港ボート天国推進連絡
協議会

7/5
7/12
7/18
7/18
8/9

横浜港（臨港パーク前面
海域　他）

横浜の港における海洋レジャー振興を目的とし、普段航行できない港内でレースを行うことにより、
来場者に横浜港への関心を喚起する場とする。

ﾃﾞｨﾝｷﾞｰﾖｯﾄﾚｰｽ/一般来場者向けｸﾙｰｻﾞｰﾖｯﾄ体験乗船会/一般来場者向けｱｸｾｽﾃﾞｨﾝｷﾞｰ体
験乗船会

横浜港ボート天国推進連絡協議会
（（株）横浜アーチスト内
TEL：045-681-3731　服部/中村）

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会
7/6

（予定）
横浜

一般の方にコンテナ船を見学して頂く。
(NYKバルク・プロジェクト貨物輸送 多目的コンテナ船見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
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物故船員慰霊祭

「海の月間」横浜地区実行
委員会・全日海関東地方支
部・横浜船主会・全国海友
婦人会横浜支部・船災防関
東支部・横浜地方海運組
合・関東運輸局・関東海事
広報協会

7/10
横浜市西区・
横浜成田山

物故船員の慰霊祭を執り行う。
(公社）関東海事広報協会
事務局長　廣岡
TEL：045-201-6575

在港船訪船慰問
関東海事広報協会横須賀
支部

7/10
追浜港・長浦港・

横須賀新港・
久里浜港

横須賀地区港湾に在港する船舶を訪問し、乗組員の労をねぎらい記念品を贈呈する。
関東海事広報協会　横須賀支部
事務局長　若松
TEL：046-826-3363

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会 7/13 横浜
学校関係者の方に氷川丸を見学して頂く。
(横浜市校長会「氷川丸」視察)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

市民体験乗船（横須賀うみかぜカーニバ
ル）

関東海事広報協会横須賀
支部（後援）
横須賀うみかぜカーニバル委
員会（主催）

7/18～7/19
横須賀・

うみかぜ公園
スーパーキッズボート、水上オートバイ他の体験乗船会。

関東海事広報協会　横須賀支部
事務局長　若松
TEL：046-826-3363

巡視船体験航海

関東海事広報協会横須賀
支部（主催）
第三管区海上保安本部横
須賀海上保安部（後援）
横須賀市（後援）

7/18 横須賀新港 海上保安部巡視船による体験航海。
関東海事広報協会　横須賀支部
事務局長　若松
TEL：046-826-3363

特別展『日本全国、海、船、港の博物
館大集合』

（公財）帆船日本丸記念財
団
共催：横浜みなと博物館、船
の科学館など

7/18～8/9 横浜みなと博物館特別
展示室

全国の海、船、港博物館大集合
(1)展示　全国の海、船、港博物館の中から１４館をピックアップ、各博物館ブースを設け、パネルに
て紹介。（映像資料を見られる映像ブース設置）、華麗な船の歴史絵巻　～船の科学館の所蔵資
料から～　船の科学館所蔵の貴重な収蔵資料の中から、小・中学校の教科書にも登場する日本
の海の歴史に関わった船（遣唐使船、遣明船、朱印船、御座船、弁才船）をピックアップし、関係す
る模型や資料で「華麗な船の歴史絵巻」として展示・紹介、わが国の歴史・文化が海、船、港なく
しては語れないことを子どもたちに楽しく学べるコーナーとする。
(2)参加体験イベント　○各館の特色ある船・灯台などのペーパーモデル、海、船、港の塗り絵、工
作など主に子どもたちが体験できる参加体験コーナー設置。
○海、船、港のクイズ実施とプレゼント　○各館学芸員のギャラリー・トーク（お話会）。全国の海、
船、港博物館大集合。

（公財）帆船日本丸記念財団
TEL：045-221-0280

横浜スパークリングトワイライト2015

横浜スパークリングトワイライト
実行委員会
（公財）横浜観光コンベンショ
ン・ビューロー

7/18～7/19
山下公園及びその周辺、
公園前海上

横浜に「海」と「港」に親しむ場をつくるため、各種イベントを開催する。①スパークリング花火②シップ
パレード③海難レスキューデモ④ジュエリーポート⑤スパークリングパレード⑥石のステージライブ⑦
シーサイドレストラン＆バー⑧PR・ファミリーコーナー

（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー
TEL：045-221-2111
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横須賀うみかぜカーニバル
うみかぜカーニバル実行委員
会

7/18～7/19
うみかぜ公園
（横須賀市）

海のマナーの啓発、安全に楽しむマリンスポーツの普及を目指す体験乗船会等を実施。

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
（特定事業本部　関東事務所）
TEL：045-201-1222
（振興事業部）
TEL：045-228-3062

「海の月間」体験航海
関東海事広報協会横須賀
支部
横須賀海上保安部

7/19 うみかぜ公園 巡視艇等体験航海。

横須賀海上保安部管理課
TEL：046-861-8366
関東海事広報協会　横須賀支部
TEL：046-826-3363

夏休み自由研究「2015横浜の海・船・
港の今・昔」
（鉄道会社との１日乗車券の創設・拡
大・活用）

京浜地区「海の日」特別行
事実行委員会

7/19～8/9 横浜港エリア
小中学生を対象に横浜港に来てもらって、船に関する複数の博物館などを巡り、学び、実際に船に
乗って、海・船・港を体験してもらえるよう「2015横浜の海・船・港の学習帳」を発行する。
また、横浜港への誘客を促すため、「みなとぶらりぷかりチケット」を発売する。

関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

川崎港を見てみよう！
外国船見学会

神奈川県川崎市 7月下旬 川崎港外貿埠頭
船や海に興味を持ってもらう、国際性を高めてもらう、身近な場所で国際貿易が行われていることを
知ってもらうことを目的に、川崎港外貿埠頭に停泊している外国船の訪問・見学を行う。

神奈川県川崎市
港湾局港湾振興部
TEL：044－200－3071

汽笛の一斉吹鳴
「海の月間」横浜地区実行
委員会・関東運輸局

7/20 横浜港
海の日を祝して、7月20日（月）祝日の正午、横浜港内に停泊中の船舶に対し、汽笛の一斉吹鳴
の協力依頼を実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

帆船「日本丸」
登檣礼（とうしょうれい）、総帆展帆、満
船飾

(公財）帆船日本丸記念財
団・JTBコーポレートセールス
共同事業体

7/20 帆船「日本丸」
「海の日」を祝し、帆船の最高儀礼である「登檣礼」を総帆展帆ボランティアの協力を得て実施し、
その後、日本丸全ての帆をひらく「総帆展帆」及び国際信号旗を飾る「満船飾」を実施する。

（公財）帆船日本丸記念財団
TEL：045-221-0280

ＳＡＺＡＮＡＭＩコンサート 海上保安庁音楽隊
7/20

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

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）

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 ナビオス横浜
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
TEL：03-3264-7178

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会 7/20
横浜（大さん橋および新
港埠頭）

一般の方に貨物船を見学して頂く。
(日本郵船　自動車専用船＆客船「飛鳥Ⅱ」見学会　および　航海訓練所「海王丸」見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

横浜港国際船員スポーツ大会
横浜港国際船員スポーツ大
会実行委員会・(一社)横浜
港振興協会

7/21～7/23
ユナイテッドシーメンスサー
ビス

船員の福利厚生の向上、船員相互の親睦及び横浜港の振興のため、卓球、バスケットボール、ソ
フトボールの競技を行う。

(一社)横浜港振興協会
TEL：045-671-7241

表敬慰労訪船
関東運輸局
「海の月間」横浜地区実行
委員会

7/22 横浜港 横浜港に在港する船舶を訪問し、乗組員の労をねぎらい記念品を贈呈する。
関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

港内見学会
みなと祭行事港湾実行委員
会
(一社)横浜港振興協会

7/22～7/23

横浜港内一周及び
・22日　本牧日産専用ふ
頭
・23日　出田町青果ふ頭

市民と港を結ぶ事業の一環として、観光船での横浜港内クルーズ及びバスを使用した港湾施設の
見学を実施する。

(一社)横浜港振興協会
TEL：045-671-7241
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夏休み川崎港見学会 (公社）川崎港振興協会
7/23
7/30
8/6

川崎港
川崎市内の小学生と保護者を一般公募し、午前中は、川崎港内を巡視船「あおぞら」で体験航
海。午後は、東公園、自動車専用船等を見学する。

(公社）川崎港振興協会
TEL：044－287－6011

海の日表彰式典
関東運輸局川崎海事事務
所

7/24 川崎マリエン 海事功労の顕著な者に対する表彰式典を開催する。
関東運輸局川崎海事事務所
八ッ星
TEL：044-266-3878

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

7/24 横浜市開港記念会館 海事功労の顕著な者に対する表彰式典を開催する。
関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

「海の日」表彰式典
関東地方整備局、関東運
輸局、第三管区海上保安
本部

7/24 横浜市開港記念会館
海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識を高
め、海事思想の普及を図るとともに支援の拡大効果を期待する。

関東地方整備局総務室
TEL：045-211-7406

「海の日・勤労青少年の日」 ソフトボー
ル大会

「海の月間」横浜地区実行
委員会・全日本海員組合関
東地方支部

7/25
大黒埠頭中央公園運動
広場

「海の日」と「勤労青少年の日」の意義を広く知ってもらうため、海事関係者・家族に呼びかけ、ソフ
トボール競技での交流・親睦をはかる。

全日本海員組合関東地方支部
TEL：045-451-5580

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
区海上保安本部、横浜市

7/25 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。

関東地方整備局
海洋環境・技術課
TEL：045-211-7420

海と空と港の研究所　夏の一般公開

国土交通省国土技術政策
総合研究所
国立研究開発法人港湾空
港技術研究所

7/25
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。

国土技術政策総合研究所
TEL：046-844-5018
URL：http://www.ysk.nilim.go.jp/
港湾空港技術研究所
TEL：046-844-5040
URL：http://www.pari.go.jp/

「やまなし海っ子塾」
（一社）ガールスカウト山梨県
連盟

①7/26～7/27
②7月下旬で調

整中

①横浜港エリア
②山梨県笛吹市

①山梨県の小中学生を横浜港に招待し、帆船日本丸や大型コンテナターミナルをはじめ様々な海
事関係施設を訪問し、海を体験してもらう。
②外航クルーズ運航会社関係者を山梨県に招請し、小中学生を対象に海事関係交流会を開催
する

関東運輸局海事振興部旅客課　流石
TEL：045-211-7214

夏休み海洋環境教室 (公社）川崎港振興協会 7/27 東扇島東公園 子供（小学生以下）と保護者を対象とし、海洋環境に関する授業と体験教室を開催する。
(公社）川崎港振興協会
TEL：044－287－6011

「海の月間」横浜港こども乗船見学会
「海の月間」横浜地区実行
委員会・関東海事広報協
会・関東運輸局

7/29～7/30 横浜港 小学生を対象とした横浜港見学クルージングを実施する。
(公社）関東海事広報協会
事務局長　廣岡
TEL：045-201-6575

海事施設見学会
（一社）日本船主協会
共催：石油連盟

7/29 横浜 小学校社会科教師を対象に海運の役割と重要性をアピールする。
（一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7181

海の絵画コンクール

関東海事広報協会（主催）
関東運輸局・関東地方整備
局・第三管区海上保安本
部・帆船日本丸記念財団・
日本海事新聞社・日本海事
科学振興財団（後援）
横浜市教育委員会（後援）

作品展示
7/30～8/10

横浜第二合同庁舎 関東地区の中学生を対象とした海に関する絵画募集、優秀作品の表彰及び作品展示。
（公社）関東海事広報協会
事務局長　廣岡
TEL：045-201-6575
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優良海事関係者表彰式
みなと祭行事港湾実行委員
会
(一社)横浜港振興協会

7/31
大さん橋国際旅客船ター

ミナル
「大さん橋ホール」

横浜港において永年精励勤続した海事関係者の方々の功績をたたえ、感謝の意を込めて横浜市
長より表彰する。

(一社)横浜港振興協会
TEL：045-671-7241

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会
8/2

（予定）
横浜

一般の方にフェリーを見学して頂く。
(商船三井客船　客船「にっぽん丸」見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

小田原みなとまつり
小田原市
湘南海上保安署

未定
（昨年度8/3）

小田原漁港 ブース設置・巡視艇うみかぜ体験航海。
湘南海上保安署
TEL：0466-22-5002

お天気フェア
横浜市教育委員会と共催
（子供アドベンチャー）
横浜地方気象台

8/18～8/19 横浜地方気象台
参加希望小学生（５・６年生）を対象に、気象現象の実験や露場及び観測予報作業室の見学な
どを通して、気象への理解や気象に関する知識の普及・啓発を行う。

横浜地方気象台
TEL：045-621-1999

夏休み工作教室 (公社）川崎港振興協会
8/22
8/23

川崎マリエン
川崎市在住者、在勤者及び在学者を対象とし、「ボトルシップ作成」「ステンド画作成」の両教室を
子供（小学生以下）と保護者を対象に開催する。

(公社）川崎港振興協会
TEL：044－287－6011

江の島ハーバーフェスティバル
藤沢土木事務所
江ノ島みなとまちづくり協議会
湘南海上保安署

未定
（昨年度

10/4, 10/5）
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。

湘南海上保安署
TEL：0466-22-5003

海の絵画コンクール

関東海事広報協会　横須
賀支部（主催）
関東運輸局（後援）
横須賀市（後援）
横須賀市教育委員会（後
援）

作品展示
10/13～
10/16

横須賀市役所 横須賀市内中学生を対象とした海に関する絵画募集、優秀作品の表彰及び作品展示。
関東海事広報協会　横須賀支部
事務局長　若松
TEL：046-826-3363

真鶴竜宮祭
真鶴町
湘南海上保安署

未定
（昨年度10/19）

真鶴漁港 巡視艇うみかぜ体験航海。
湘南海上保安署
TEL：0466-22-5001

東京湾大感謝祭2015
東京湾大感謝祭実行委員
会

10/24～10/25 横浜赤レンガ倉庫周辺 東京湾の環境を考え、マリンレジャー普及を目的としてイベントを開催。
(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
（振興事業部）
TEL：045-228-3061

観音埼フェスタ
浦賀観光協会
横須賀海上保安部

未定
（昨年度11/3

実施）
観音埼灯台 観音埼灯台特別公開。

横須賀海上保安部交通課
TEL：046-861-4999
浦賀観光協会

みさき白秋まつり
城ヶ島観光協会
横須賀海上保安部

未定
（昨年度11/24

実施）
城ヶ島灯台 城ヶ島灯台一般公開。

横須賀海上保安部交通課
TEL：046-861-4999
城ヶ島観光協会
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○千葉県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

東京湾簀立て
千葉地区海の月間行事実
行委員会、(一財)千葉港湾
福利厚生協会

6/21 木更津市金田海岸 海事思想普及を目的として、簀立てを開催する。
千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

薬物乱用防止「ダメ。絶対。」
勝浦海上保安署
安房健康福祉センター

6/21
午前中

イオン鴨川店１階 薬物乱用防止パンフレット配布等。（うみまる参加）

勝浦海上保安署
TEL：0470-73-3999
安房健康福祉センター総務企画課
TEL：04-7022-4511

「海の月間」字幕の掲出

千葉地区海の月間行事実
行委員会、千葉ポートサービ
ス（株）
関東地方整備局千葉港湾
事務所
関東運輸局千葉運輸支局

月間期間中 各事務所
海事思想普及のため、千葉ポートサービス（株）事務所、桟橋及び関東地方整備局千葉港湾事
務所、関東運輸局千葉運輸支局等に掲出する。

千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

タオル、ポスター等の配布

千葉地区海の月間行事実
行委員会、関東海事広報
協会千葉支部
関東運輸局千葉運輸支局
他

月間期間中 各事務所、事業所 海事関係官署及び実行委員会関係団体等に配布し、掲出する。
千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

港内見学

千葉地区海の月間行事実
行委員会、関東海事広報
協会千葉支部
千葉ポートサービス（株）
関東運輸局千葉運輸支局

月間期間中 千葉港
小中学生の親子200組400名を対象として、千葉港内遊覧船及び千葉ポートタワーに招待し、海
事思想の啓蒙普及を図る。（千葉ポートタワー無料招待期間：月間期間中）（千葉県、千葉市広
報誌等に掲載依頼）

千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

訪船

千葉地区海の月間行事実
行委員会、各港港運協会、
各港港湾運送事業協同組
合、エーゼント会、関東運輸
局千葉運輸支局

月間期間中
千葉港

（中央区、葛南区）
木更津港

千葉港等に停泊中の船を訪船し、乗組員の労をねぎらい、記念品を贈呈する。
千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

献血運動

千葉地区海の月間行事実
行委員会、関東海事広報
協会千葉支部
関東運輸局千葉運輸支局

月間期間中
関東運輸局千葉運輸支
局駐車場
(車検場:美浜区)

海の日及び海の月間をＰＲするため、千葉県赤十字血液センター移動献血車による献血運動を
海事関係者等の協力を得て実施する。

千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

東京湾クリーンアップ大作戦（港湾清掃）

千葉地区海の月間行事実
行委員会、関東整備局千
葉港湾事務所、千葉県、各
清港会

月間期間中
千葉、京葉、葛南、
木更津の各地区

港内及び港内各埠頭の清掃を実施するとともに、ポスター等により海、川にゴミを捨てないよう啓発
する。

千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

スポーツ大会
千葉地区海の月間行事実
行委員会、(一財)千葉港湾
福利厚生協会

月間期間中
美浜ふれあい広場運動
場

海事関係者によるソフトボール大会を開催する。
千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会
7/12

(予定）
君津

一般の方に貨物船を見学して頂く。
(日本郵船　鉱石専用船「ORIHIME」見学会)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178
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犬吠埼灯台特別公開 銚子海上保安部 7/20 犬吠埼灯台 「海の日」にあたり、海上保安思想普及のため、特別公開を実施する。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

汽笛の一斉吹鳴
銚子地区海の月間実行委
員会

7/20
銚子港、波崎港、

飯岡港
海の日正午に各港に停泊する漁船の協力により、汽笛の一斉吹鳴を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

汽笛の一斉吹鳴
千葉エーゼント会、千葉県内
航海運組合他

7/20
正午

千葉港、木更津港 海の日正午に千葉港に停泊する船舶の協力により、一斉吹鳴を実施する。
関東運輸局千葉運輸支局
総務企画担当　川上
TEL：043-242-7336

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

7/23 千葉港湾合同庁舎 海事功労の顕著な者に対する表彰式典を開催する。
関東運輸局千葉運輸支局
総務企画担当　川上
TEL：043-242-7336

「海の日」を祝う会
千葉地区海の月間行事実
行委員会、関東海事広報
協会千葉支部

7/23
12：30～

ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ幕張 海の日表彰受賞者及び海事関係者を招き、「海の日」を祝う会を開催する。
千葉地区海の月間行事実行委員会
事務局　高橋　正
TEL：043-248-1151

「海の日」表彰式典
関東地方整備局、関東運
輸局、第三管区海上保安
本部

7/23 千葉港湾合同庁舎
海事功労者等の表彰を行うことにより、受賞者はもとより一般に広く「海」に対する理解と知識を高
め、海事思想の普及を図るとともに支援の拡大効果を期待する。

千葉港湾事務所
TEL：043-243-9172

千葉港まつり 千葉港まつり実行委員会
7/23
(予定)

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2015
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

7/26

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。

たてやま海まちフェスタ実行委員会事務局

第15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 7/26
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）。

（公財）マリンスポーツ財団
TEL：03-3454-1151

お天気フェア開催 銚子地方気象台 8/8 銚子地方気象台 気象台施設の見学、アメダスや地震計の展示、雨粒形状の観測実験等の実施。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

海浜の清掃作業 銚子市漁業協同組合
8月下旬

予定
銚子漁港 漁業関係者により、漁港とその周辺の清掃活動を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

鴨川市主催の物産展
（事業名検討中）

鴨川市
10/18

（検討中）
鴨川市前原海岸付近
　　　（検討中）

ブース出展。（うみまる参加）（実施の場合）

勝浦海上保安署
TEL：0470-73-3999
鴨川市役所観光課
TEL：0470-93-7837

かつうら魅力市 勝浦市 11/7～11/8 勝浦市内 ブース出展。（うみまる参加）

勝浦海上保安署
TEL：0470-73-3999
勝浦市観光商工課
TEL：0470-73-6641
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○茨城県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

港内清掃
大洗港海の月間実行委員
会

6/28 漁港区 漁港区にて港内清掃を行う。
茨城県茨城港湾事務所
大洗港区事業所　港営課　笠掛
TEL：029-267-2700

訪船慰問
常陸那珂港海の月間実行
委員会

7月～8月 常陸那珂港区 入港船舶へ訪船慰問する。
茨城県茨城港湾事務所
港営課　瀬尾
TEL：029-265-1260

訪船慰問
大洗港海の月間実行委員
会

7月 大洗港区各船係留岸壁 あかぎ・やみぞ・ゆうなぎ・パイレーツ等各船舶へ訪船慰問。
茨城県茨城港湾事務所
大洗港区事業所　港営課　笠掛
TEL：029-267-2700

フェリー体験航海
大洗港海の月間実行委員
会

未定 フェリーターミナルビル 大洗港振興協会が主催するフェリー体験クルーズに協賛。
茨城県茨城港湾事務所
大洗港区事業所　港営課　笠掛
TEL：029-267-2700

艦艇公開
大洗港海の月間実行委員
会

7/11～7/12 大洗港第4埠頭 護衛艦「ちくま」、巡視艇「未定」、「さんふらわあふらの」の一般公開。
茨城県茨城港湾事務所
大洗港区事業所　港営課　笠掛
TEL：029-267-2700

訪船慰問
日立港海の月間実行委員
会

7月中 日立港区各埠頭 入港船舶へ訪船慰問する。
茨城県茨城港湾事務所
日立港区事業所　港営課　岡野
TEL：0294-52-4000

港内清掃
常陸那珂港海の月間実行
委員会

7月中 常陸那珂港区 常陸那珂港区にて港内清掃を行う。
茨城県茨城港湾事務所
港営課　瀬尾
TEL：029-265-1260

親子体験航海
鹿島港海の月間実行委員
会

7/18～8/30
までの土日

鹿島港 鹿島埠頭（株）の遊覧船「ユーリカ」での鹿島港遊覧。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

ヨットフェスティバル霞ヶ浦2015 茨城県セーリング連盟 7月未定 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
TEL：029-841-3038

鹿島港魚釣園の無料開放
鹿島港海の月間実行委員
会

7/20 鹿島港 海の日を祝い、1日無料開放する。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

汽笛の一斉吹鳴
鹿島港海の月間実行委員
会

7/20 鹿島港 海の日正午に鹿島港に停泊する船舶の協力により、汽笛の一斉吹鳴を実施する。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

訪船活動
鹿島港海の月間実行委員
会

7/20 鹿島港 海の日に鹿島港に停泊する船舶を訪船し、記念品を贈呈する。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604
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日立灯台の一般公開
日立港海の月間実行委員
会

7/26 古房地公園内 日立灯台を一般公開する。
茨城県茨城港湾事務所
日立港区事業所　港営課　岡野
TEL：0294-52-4000

日立港まつり
日立港海の月間実行委員
会

7/26 ４埠頭他 日立港まつり（花火大会、御輿等）に協賛。
茨城県茨城港湾事務所
日立港区事業所　港営課　岡野
TEL：0294-52-4000

大洗海上花火大会
大洗港海の月間実行委員
会

7/26 大洗サンビーチ 大洗町まつり実行委員会が主催する大洗海上花火大会に協賛。
茨城県茨城港湾事務所
大洗港区事業所　港営課　笠掛
TEL：029-267-2700

港内清掃
日立港海の月間実行委員
会

7/27 日立港区内全区域 日立港区内の清掃。
茨城県茨城港湾事務所
日立港区事業所　港営課　岡野
TEL：0294-52-4000

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
第三管区海上保安本部茨
城海上保安部鹿島海上保
安署

7/29 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式典を開催する。
関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604

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

7/30 ホテルニュー白亜紀 海事功労の顕著な者に対する表彰式典を開催する。
関東運輸局茨城運輸支局
総務企画担当　古屋
TEL：029-247-5348

少年水産教室 はさき漁業協同組合 8月予定
海洋高等学校、

大洗水族館
神栖市内東部地区の小中学生を対象に、水産業に関する施設等を見学し、水産業についての知
識の向上を図る

関東運輸局茨城運輸支局
鹿島海事事務所　中川
TEL：0299-92-2604
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○静岡県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

大井川踊夏祭
（おどらっかさい）

踊夏祭実行委員会
7/19

10:00～17:00
大井川港 海保ブース出展。

踊夏祭実行委員会
TEL：054-626-6266
清水海上保安部
TEL：054-353-1118

田子の浦ポートフェスタ
富士市
清水海上保安部田子の浦
分室

7/19
11:00～17:00

田子の浦漁港 海保ブース出展。

富士市産業経済部港湾振興室
TEL：0545-55-2816
清水海上保安部田子の浦分室
TEL：0545-33-0118

第31回清水マリーンフェスティバル
清水マリーンフェスティバル実
行委員会

7/19
静岡市清水港日の出ふ
頭

レガッタ大会、ヨット体験乗船。
URL：
http://s.maho.jp/homepage/86e6fa
a413fa467e/

御前埼灯台特別公開 清水海上保安部交通課
7/20

9:00～16:00
御前埼灯台 御前埼灯台特別公開。

清水海上保安部交通課
TEL：054-355-0225

海事関係功労者表彰式
伊豆海事広報協会
中部運輸局下田海事事務
所等

7/22
下田市民文化会館
小ホール

海事功労の顕著な者に対する表彰式。
下田運輸総合庁舎
TEL：0558-22-0843

「海の日」式典
海の日清水港実行委員会、
中部運輸局、中部地方整
備局ほか

7/23 静岡市清水マリンビル 海事関係功労者表彰式、図画コンクール。
海の日清水港実行委員会
TEL：054-354-3265

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）

7/29
09:30～11:00

（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
TEL：054-355-3111
清水海上保安部
TEL：054-353-0118

清水みなと祭り
清水みなと祭り実行委員会
／静岡市

8/1
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
TEL：054-221-1228
清水海上保安部
TEL：054-353-1118

御前埼灯台特別公開 清水海上保安部交通課
11/1

9:00～16:00
御前埼灯台 御前埼灯台特別公開。

清水海上保安部交通課
TEL：054-355-0225
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＜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

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（北陸信越地区）

(公社）北陸信越海事広報
協会

①7/15～7/24
②7/29～8/5
③7/29～8/5
④8/7～8/16
⑤8/21～8/26

①新潟ふるさと村　アピー
ル館　新潟市西区
②富山県高岡文化ホー
ル (2階第1展示ホール)
③富山県高岡文化ホー
ル (2階第1展示ホール)
④海王丸パーク
⑤富山県教育記念館 (1
階多目的ホール)

「海の日」広報事業の一環として、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）北陸信越海事広報協会
TEL：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

7/24
ANAクラウンプラザホテル
新潟

海事功労の顕著な者に対する表彰式典を行う。
北陸信越運輸局
海事部海事産業課
TEL：025-285-9156

角田岬灯台一般公開 新潟海上保安部 7/26 新潟県新潟市西蒲区 灯台の一般公開。
新潟海上保安部交通課
TEL：025-244-1008

水路記念日パネル展
第九管区海上保安本部海
洋情報部

7/29～8/5 新潟ふるさと村 海図等の展示（予定）。
第九管区海上保安本部 海洋情報部
TEL：025-285-0118

○富山県

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

7/5 富山県射水市
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
TEL：03-5800-0130

○石川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

港フェスタ in 金沢2015 （一社）金沢港振興協会 7月中旬 金沢港
金沢港を主会場として、港に関する機能と役割について、県民に関心と理解を深めてもらう。実施
内容：港内見学バスツアー、体験航海など。

（一社）金沢港振興協会
TEL：076-263-3710
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＜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

海事関係功労者表彰式 中部運輸局等 7/8 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。 TEL：052-952-8013

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（中部地区）

（公社）中部海事広報協会
①7/18～7/26
②8/1～8/16

①名古屋ポートビル
②四日市ポートビル

「海の日」広報事業の一環として、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）中部海事広報協会
TEL：052-652-4039

豊橋みなとフェスティバル2015 実行委員会 7/20 カモメリア周辺
多くの皆様に「みなと」に親しんでもらうとともに、「みなと」の重要性や役割、港湾整備への理解を深
めてもらうことを目的に、毎年「海の日（７月第３月曜日）」に開催。

豊橋商工会議所
TEL：0532-53-7211

第69回海の日名古屋みなと祭
海の日名古屋みなと祭協賛
会

7/20 名古屋港ガーデンふ頭 花火大会外。
海の日名古屋みなと祭協賛会事務局
TEL：052-654-7894

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

7/22 ウイルあいち 海事関係功労者表彰式。
中部地方整備局 港湾空港部 総務室
TEL：052-209-6310

衣浦みなとまつり 実行委員会 7/18 衣浦港中央ふ頭 衣浦港に面した市町で輪番に行われているお祭り。
半田市都市計画課
TEL：0569-21-0311

蒲郡まつり 実行委員会 7/25～7/26 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。
蒲郡市企画政策課
TEL：0533-66-1120

体験乗船会
(一財)日本海洋レジャー安
全・振興協会

7/26・8/23
名古屋港

（ガーデン埠頭）
ボート免許の周知、海洋レジャーの普及等のために体験乗船会を実施。

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会
（中部事務所）
TEL：052-331-0185
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○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

7/22 四日市商工会議所 海事功労の顕著な者に対する表彰式。 TEL：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

7/22 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。 TEL：0599-25-4790

第56回パールレース
外洋東海
外洋湘南

7/24～7/26
三重県五ケ所湾・
神奈川県江の島

外洋レース。
外洋東海
TEL：052-971-5835

B&Gオーシャン'sキャンプ in 志摩半島 （公財）B&G財団 7/27～7/29 三重県志摩市・鳥羽市
小中学生を対象に、航海体験・海洋生物観察・カヤック体験など、海について学ぶ2泊3日の体験
学習。

（公財）B&G財団
事業部海洋教育課
TEL：03-6402-5313

四日市港まつり 四日市港まつり実行委員会 8/2 四日市港ポートビル
カッターレース大会・遊覧船による港めぐり・展望展示室「うみてらす14」の無料開放等、海と港を身
近に感じることが出来るイベント。

四日市港管理組合経営企画部振興課
TEL：059-366-7022

○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。 TEL：0770-22-0003

＜近畿・神戸地区＞

○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

①6/28
②6/28
③7/5

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
TEL：0725-21-7203

第22回港湾美化啓発活動 岸和田港振興協会 6/28
浜工業公園～阪南１
区、阪南2区

港湾施設の美化清掃。
岸和田港振興協会
TEL：072-423-9618

電光掲示板啓発記事掲載
貝塚市都市政策部都市計
画課

7/1～7/31 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
TEL：072-433-7246

海員スポーツイベント（ゴルフ）
全日本海員組合
大阪支部

未定 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
TEL：06-6612-4300
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ｋｉｄｓ職場見学会
主催：連合大阪
共催：全日本海員組合大阪
支部

未定 未定 働く事を子供達に伝えることを目的に連合大阪に協賛し開催。
全日本海員組合大阪支部
TEL：06-6612-4300

無料健康相談
大阪掖済会病院
地域連携室・医事課

7/1～7/31
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。
(一社)日本海員掖済会
大阪掖済会病院
TEL：06-6581-2881

無料健康相談
大阪みなと中央病院
地域医療連絡室

7/1～7/31
（月～金）

大阪みなと中央病院 船員等を対象に健康相談・検査・処置・投薬を行う。
(独法)地域医療機能推進機構
大阪みなと中央病院
TEL：06-6572-6713

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
7/5

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
TEL：072-433-7246

第52回全国中学生海の絵画コンクール
（近畿地区）

（公社）近畿海事広報協会 7/10～8/9 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。（外航商船の絵
画を全国展に出展）（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
TEL：06-6573-6387

第37回海の写真コンクール （公社）近畿海事広報協会
7/10～8/9

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、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
TEL：06-6573-6387

無料健康講座
大阪掖済会病院
地域連携室

7/11
10:00～12:00

大阪掖済会病院 医師等による講演会。
(一社)日本海員掖済会
大阪掖済会病院
TEL：06-6581-2881

大阪港カッターレース 大阪市港湾局 海務担当 7/12
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　海務担当
TEL：06-6615-7764

大阪港港湾功労者表彰式 大阪市港湾局 総務担当 7/15
市長公室
（大阪市役所本庁）

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　総務担当
TEL：06-6615-7764

大阪府知事又は港湾局長感謝状贈呈
式

大阪府港湾局総務企画課
総務グループ

7/16
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。

大阪府港湾局総務企画課総務グループ
TEL：0725-21-7203

大阪湾海上交通センター
一般公開

大阪湾海上交通センター
7/18

10：00～15：00
大阪湾海上交通センター 施設の一般公開。

大阪湾海上交通センター
TEL：0799-82-3050

汽笛の一斉吹鳴 近畿運輸局 7/20
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
TEL：06-6949-6416

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

7/22 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
TEL：06-6949-6416
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平成27年「海の日」祝賀会 (公社）近畿海事広報協会 7/22
ホテルシーガルてんぽーざ
ん大阪

「海の日表彰式典」の受賞者・ご家族・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し、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
団体の協賛をいただき「海の日」祝賀会を開催。

(公社)近畿海事広報協会
TEL：06-6573-6387

大阪湾クルーズ 大阪市港湾局 振興担当 7/25
大阪南港フェリーターミナ
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)
大阪市港湾局　振興担当
TEL：06-6615-7764

海上安全祈願祭 岸和田港振興協会 7/25 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
TEL：072-423-9618

第63回岸和田港まつり花火大会 岸和田港振興協会 7/25 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
TEL：072-423-9618

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
TEL：06-6541-8505

海上安全祈願祭 大阪船主会 7/27 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
TEL：06-6446-6503

海員スポーツイベント（ボウリング）
全日本海員組合
大阪支部

7/31 弁天町グランドボウル 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
TEL：06-6612-4300

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

（計画中）

参加団体各コート 「海の日」「海の月間」の記念行事として、第63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
TEL：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

8/29～8/30
9/5～9/6

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。

大阪府港湾局経営振興課開発調整グ
ループ
TEL：0725-21-7203

堺港(みなと)まつり
堺市港湾事務所
堺港湾振興会 11/1

堺出島漁港
「とれとれ市」

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
TEL：072-244-7368

第49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。

(公社)近畿海事広報協会
TEL：06-6573-6387
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○兵庫県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海運を知ってもらうための
各種講演・セミナー

(一社）日本船主協会 7/10 神戸 一般の方に外航海運の概要等について、容易にご理解頂くためのセミナー
(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7181

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-8月下
旬

神戸海洋博物館・かもめ
りあ

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
TEL：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 7/18
神戸港新港練習船「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
TEL：03-3264-7178

海の絵画コンクール表彰式 （公社）神戸海事広報協会 7/19 メリケンパーク 幼稚園、小中学生を対象にした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
TEL：078-392-3248

第１４回Kobe Love Port みなとまつり
第１４回Kobe Love Port み
なとまつり実行委員会（神戸
青年会議所内）

7/19～20 メリケンパーク ステージイベント、遊覧ヘリコプター、国際屋台等。
（一社）神戸青年会議所
TEL：078-303-0072

汽笛の一斉吹鳴 神戸運輸監理部 7/20 神戸港・姫路港 港内停泊中の船舶による一斉吹鳴。
神戸運輸監理部  海事振興部旅客課
TEL：078-321-3146

神戸港ボート天国
（一社）神戸港振興協会
神戸市　他

7/20 神戸港中突堤 海面清掃兼油回収船「Dr.海洋」を一般公開。
（一社）神戸港振興協会振興課
TEL：078-327-8982
URL：http://www.kobe-meriken.or.jp

姫路港ふれあいフェスティバル・マリンフェス
タ

姫路港ふれあいフェスティバル
実行委員会

7/20 姫路港飾磨3・4号岸壁
海面清掃兼油回収船「クリーンはりま」を一般公開。通常乗船できない海上業務船舶を公開展示
することで、次世代を担う子ども達に海やそこで働く船に興味を持ってもらい、海の大切さや重要性
を認識してもらう。

姫路港ふれあいフェスティバル実行委員会
事務局
TEL：079-235-0183

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

7/21 ホテルオークラ神戸 平成27年度の国土交通大臣表彰、神戸運輸監理部長表彰等の表彰式。
神戸運輸監理部  海事振興部旅客課
TEL：078-321-3146

姫路みなと祭海上花火大会 姫路みなと祭協賛会 7/25 姫路港 海上花火大会。
姫路市産業振興課
TEL：079-221-2506

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（体験乗船会）

(一社）日本船主協会
8/2～8/3
（予定）

神戸
一般の方に体験乗船の機会を提供する。
（神戸大学　実習船「白鴎」号）

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

神戸港夏休み親子みなと見学会 神戸港湾事務所 8月下旬 神戸港湾事務所
小学生と保護者を対象に「みなと」の役割や神戸港について知ってもらう。
海面清掃兼油回収船を一般公開及び、港湾業務艇「いずみ」にて神戸港の見学を実施。

神戸港湾事務所企画調整課
TEL：078-333-2552
URL：
http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobeport/

海でつながるプロジェクト　船ってサイ
コ～
せんきょう夏休みキャンペーン
（船の見学会）

(一社）日本船主協会 8/23 神戸
一般の方にフェリーを見学して頂く。
(フェリーさんふらわあ　大阪湾クルーズ)

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

人と海のフォトコンテスト
第26回マリナーズ・アイ　神戸展

（一財）全日本海員福祉セ
ンター

9/20～10/8 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点による写真
展。

（一財）全日本海員福祉センター
TEL：03-3475-5391
神戸海洋博物館
TEL：078-327-8983
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○京都府

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海の京都博
まいづるまち博

海の京都博実行委員会
7/1

～9/30
舞鶴市市内一円

「まいづる赤れんがパーク」を拠点に集客した観光客をまち全体に拡大し、まち歩きやまち体験ツアー
を実施。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

五森（いつもり）祭 海上保安学校
7/5

9:30～16:00

海上保安学校
（舞鶴市字長浜2001番
地）

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。

海上保安学校　事務部総務課庶務係
TEL：0773-62-3520
URL：
http://www.kaiho.mlit.go.jp/school/

まいづるクリーンキャンペーン2015
まいづるクリーンキャンペーン
実行委員会（舞鶴市生活環
境課内）

7/5 舞鶴市内全域
市民や事業所等による海岸・河川、町内事業所周辺、道路等の公共の場所の散乱ごみの回
収。

まいづるクリーンキャンペーン実行委員会
（舞鶴市生活環境課内）
TEL：0773-66-1005

海の京都博
ウォーターフロント伊根博覧会

海の京都博実行委員会 7/11～8/9
伊根町字日出、

平田地内
舟屋の景観を楽しめるウォーターフロントカフェや、伊根祭りで使用される船屋台見送りの特別展示
会、メイン会場での各種体験。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

全国ビーチ・ウォーク＆クリーンアップ大作
戦

小天橋観光協会 7/15
久美浜町

小天橋海岸
海浜の清掃奉仕活動。

小天橋観光協会
 TEL：0772-83-0149

海の京都博
UMI × MACHI　京丹後旅博

海の京都博実行委員会
7/18～

10月下旬
久美浜、夕日ヶ浦、

小天橋
ロングビーチで行うビーチスポーツフェスティバルと神箱庭を舞台にまちあるき、グルメ、体験を織り交ぜ
た宝探しイベントを開催。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

海の京都博
海のみやこの物語

海の京都博実行委員会 7/18～10/25
天橋立、

宮津市街地

宮津天橋立周遊クルーズ
日本三景・天橋立、周辺のまちなか、展望施設の天橋立ビューランド、傘松公園をライトアップ。
宮津市街地(浜町)の観光交流センター周辺で地元の海・里・山の幸が味わえるイベント「満腹祭」
を実施。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

海の京都博
～さあ、知と遊の冒険へ～

海の京都博実行委員会 7/18

福知山市、舞鶴市、綾
部市、宮津市、　　　　京
丹後市、伊根町、与謝
野町

日本最大のウォータープロジェクトショーの実施や、7つの市町の特色を生かした拠点コアイ
ベントを開催。海の京都の各地域の独自性を体感するオリジナルツアーなどを催行。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

宮津湾にぎわいフェスタ
宮津湾にぎわいイベント実行
委員会

7/19 田井宮津ヨットハーバー
宮津湾を中心に、広く海と親しみ賑わいをつくるため、地引網体験、魚釣り体験、大阪税関監視
艇等。

宮津湾にぎわいイベント実行委員会
TEL：0772-45-1601

海の京都博
ウォータープロジェクションショー

海の京都博実行委員会
7/19

（荒天の場合は
7/20に順延）

京丹後市夕日ヶ浦
日本最大のウォータースクリーン(水の膜)に映像を浮かべ、日本初の試みとしてウォータースクリーンの
周囲を光と噴水で彩る一大スペクタクルショーを実施。

海の京都博実行委員会事務局
京都府商工労働観光部観光振興課
TEL：075-414-4841

宮津湾にぎわいフェスタ2015
宮津湾にぎわいイベント実行
委員会

7/19
宮津市　田井宮津

ヨットハーバー
海を利用したまちづくりの推進と宮津湾のにぎわいを創出するために、にぎわいイベントを実施。

宮津湾にぎわいイベント実行委員会事務
局
（宮津市役所総務室総務調整係）
TEL：0772-45-1601

「海の日」のつどい・交流会
京都「海の日」実行委員会
（京都運輸支局内）

7/20
13:30～16:00

舞鶴赤れんが倉庫2号棟 式祝辞、表彰、海洋少年団等（一般市民の入場歓迎）及び関係者交流会。
京都「海の日」実行委員会
（京都運輸支局内）
TEL：0773-75-0616
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汽笛一斉吹鳴・満船飾 京都運輸支局（舞鶴庁舎）
7/20

12:00～
舞鶴港・宮津港 汽笛一斉吹鳴・満船飾の呼びかけ。

京都運輸支局（舞鶴庁舎）
TEL：0773-75-0616

在港外航船慰問
京都「海の日」実行委員会
（京都運輸支局内）

7月下旬 舞鶴西港 外航船舶を中心に、舞鶴港入港船舶を訪問し、記念品等を贈呈。
京都「海の日」実行委員会
（京都運輸支局内）
TEL：0773-75-0616

第40回みなと舞鶴ちゃったまつり
みなと舞鶴ちゃったまつり実行
委員会

7/25～7/26
舞鶴港　他

舞鶴市内各所
前夜祭、漕艇競技、自衛艦による市民の体験航海、クイーンまいづる海上パレード、ヨット・自衛艦
イルミネーション、打上げ花火等、海洋イベントの実施。

みなと舞鶴ちゃったまつり実行委員会
（舞鶴商工会議所内）
TEL：0773-62-4600

造船所見学会 京都運輸支局（舞鶴庁舎）
7/28

14:00～16:00
ジャパンマリンユナイテッド
㈱舞鶴事業所

一般市民を対象に、小学校高学年又は中学生の子供を持つ「親子ペアー」を造船所（ジャパンマリ
ンユナイテッド㈱舞鶴事業所）に招待し、施設見学等を通じて海事産業への理解を深めてもらう。

京都運輸支局（舞鶴庁舎）
TEL：0773-75-0616

宮津燈籠流し花火大会 宮津商工会議所 8/16 宮津湾一帯
宮津湾一帯にて、５０隻の精霊船、１万個の追っかけ灯籠を流すとともに、打ち上げ花火３，０００
発が打ち上げられる。

宮津商工会議所
TEL：0772-22-5131

○和歌山県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

広報キャンペーン等
和歌山運輸支局
和歌山県海運協会

7/1～7/31 ポスター、字幕の掲示、広報資料の配布により海の恩恵について啓発活動を実施。
和歌山運輸支局
TEL：073-422-0606

広報活動 勝浦海事事務所 7/1～7/31 ポスター、字幕の掲示、広報資料の配布により海の恩恵について啓発活動を実施。
勝浦海事事務所
TEL：0735-52-0260

青少年の海の教室
紀南海運協会
近畿海事広報協会
勝浦海事事務所

①7/3
②7/9

①串本町
②太地町

海事思想の普及を目的として、管内の小学生を対象に青少年の海の教室を実施。海に関わる仕
事や海洋環境保護等を学ぶ。

勝浦海事事務所
TEL：0735-52-0260

「海と船」の絵画展
東牟婁地方美育協会
紀南海運協会
近畿海事広報協会

①7/11～7/12
②7/25～7/26

①那智勝浦町教育セン
ター
②太地町立くじらの博物
館

海事思想の普及を目的として、管内の小学生を対象に青少年の海の教室を実施。海に関わる仕
事や海洋環境保護等を学ぶ。

勝浦海事事務所
TEL：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月中旬ころ

（予定）
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。
海南海上保安署
TEL：073-492-0134

下津港湾振興会
「海の日」記念行事

下津港湾振興会
7月中旬ころ

（予定）
海南市下津町下津
3066番地

海上安全祈願等。
海南市役所下津出張所
TEL：073-492-0565
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巡視艇わかづきの内覧会 海南下津港湾振興会 7/17 下津港内
海の月間行事として、巡視艇わかづきの内覧会を実施。（内容変更の可能性あり）また、下津港
湾会館前では鼓笛隊演奏を行う。

海南下津港湾振興会
TEL：073-492-0565

海上安全祈願祭 海南下津港湾振興会 7/17 下津港湾合同庁舎前 船舶の航行安全及び関係事業の安全祈願を行う。
海南下津港湾振興会
TEL：073-492-0565

広報キャンペーン等 海南下津港湾振興会
7/18

10:50～
下津港周辺 入港船舶等の記念品配布。

海南下津港湾振興会
TEL：073-492-0565

港まつり
和歌山港振興協会
みなと祭実行委員会

7/20
20:00～

和歌山港中埠頭 海の月間行事として、港まつり及び花火大会を実施。
和歌山港振興協会
TEL：073-432-3116

海上安全祈願祭
和歌山港振興協会
和歌山県海運協会

7/20 和歌山港中埠頭 船舶の航行安全及び関係事業の安全祈願を行う。
和歌山港振興協会
TEL：073-432-3116

汽笛の一斉吹鳴
和歌山運輸支局
和歌山県海運協会

7/20 和歌山県内各港 「海の日」正午を期して、和歌山県内各港に停泊している船舶による汽笛の一斉吹鳴。
和歌山運輸支局
TEL：073-422-0606

汽笛の一斉吹鳴 勝浦海事事務所 7/20
新宮港・勝浦港・

串本港
「海の日」正午を期して、新宮港・勝浦港・串本港に停泊している船舶による汽笛の一斉吹鳴。

勝浦海事事務所
TEL：0735-52-0260

「海の日」記念表彰式典及び記念祝賀
会

勝浦海事事務所
紀南海運協会

7/20 ホテル浦島
海事関係功労者及び絵画展の優秀作品の表彰式典を実施。また、海の日を祝い海の恵みに感
謝する祝賀会を開催。

勝浦海事事務所
TEL：0735-52-0260

海事功労者等表彰式典及び祝賀パー
ティー

和歌山運輸支局
和歌山県海運協会

7/21 アバローム紀の国 海事関係功労者等の表彰式典及び海の日を祝い海の恵みに感謝する祝賀パーティーを実施。
和歌山運輸支局
TEL：073-422-0606

各種マリンスポーツ体験乗船会 （公財）マリンスポーツ財団 7/25～7/26 和歌山マリーナシティー 海の月間行事として、各種マリンスポーツ体験乗船会を実施するとともにブース展示等を行う。
和歌山県マリンスポーツ連盟
TEL：073-477-2923

マリンスポーツフェスティバル IN
WAKAYAMA

（公財）マリンスポーツ財団 7/25～7/26
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
TEL：03-3454-1151

串本まつりに伴う体験航海 串本海上保安署 8/2 串本港
要領作成中
むろづき体験航海、一日海上保安官（案）、海上保安ブース（案）。

串本海上保安署
TEL：0735-62-0226

下里水路観測所　一般公開 下里水路観測所 8/8
那智勝浦

下里水路観測所
水路観測所施設の一般公開

下里水路観測所
TEL：0735-58-0084
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○滋賀県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

平成27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2015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

7/26
びわこボートレース場
（大津市茶が崎１番１号）

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
TEL：077-524-3232

＜中国地区＞

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、未来の子供達に伝えていくため
に瀬戸内海各海岸の清掃を実施。

中国地方整備局港湾空港部
港湾物流企画室
TEL：082-511-3928

○鳥取県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

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ファミリーと訪船し、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
TEL：0859-42-2169

「海の日」記念式典
鳥取運輸支局
境海上保安部

7/21 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
TEL：0859-42-2169

境港みなと見学会 境港湾・空港整備事務所 7/28～7/29 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。
境港湾・空港整備事務所　総務課
TEL：0859-42-3145
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○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 島根運輸支局 7/21 サンラポーむらくも 海事関係功労者を表彰式と記念講演の実施。
島根運輸支局
TEL：0852-38-8111

宍道湖クルーズ 島根県海事振興協会 7/25 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
TEL：0852-38-8111

○岡山県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

笠岡市長杯ヨットレース大会 笠岡市観光連盟 7/5 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う。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

海上パレード等 水島海上保安部 7/16 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行う。

水島海事事務所
TEL：086-444-7750

小学生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

7/20
沙美漁港～瀬戸大橋～
六口島

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実施。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

汽笛の一斉吹鳴 水島海事事務所 7/20 水島港他 港内停泊中の船舶による一斉吹鳴。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

広報活動 水島海事事務所 7月月間中
合同庁舎、
待合所他

ポスター、横断幕を合同庁舎、待合所等に掲示。
水島海事事務所
TEL：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

7/21
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
TEL：0863-31-4266

「海の日」記念式典
水島海事事務所
水島海上保安部

7/21 ヘルスピア倉敷 海事功労者等の表彰式典、記念講演を行う。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

訪船慰問 水島海事事務所 7月中 水島港内 水島港停泊中の航船に対する訪船慰問。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

海の清掃活動
水島清港会
岡山県水島港湾事務所

7/25
水島港東西公共岸壁付
近及び福崎町内

水島港の特別清掃の実施。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750

少年少女ゴムボート大会
（一財）日本モーターボート競
走会児島支部
（公社）中国海事広報協会

8/1～8/2 児島ボートレース場
地元住民及び地区の子供会を対象にしたゴムボートの操縦体験及び共催イベントとして（公社）中
国海事広報協会の協力を得て海事知識普及活動「海の教室」の開催。

水島海事事務所
TEL：086-444-7750

小学生水島港見学・体験学習会 水島海事事務所 9月ごろ 水島港周辺 小学生を対象に水島港の海事産業施設の見学・体験学習会を実施。
水島海事事務所
TEL：086-444-7750
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○広島県

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 6/20
広島市・TKPガーデンシ
ティー広島

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
TEL：03-3264-7178

海浜清掃 因島地区海の日協会 7月頃 海水浴場 海開きにあわせ、５地区（高根・御寺・宮原・萩・田高根）の子供会により海浜清掃を行う。
因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

海洋・沿岸乗船ウォッチング 因島地区海の日協会 7月～8月頃 因島周辺
因島・瀨戸田地区小学校６年生を募集し屋形船で因島周辺をクルージングし「海の教室」を開催
する。

因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

ソフトボール大会
尾道海事事務所、
全日海尾道支部

7/4 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
TEL：0848-23-5235

海の図画・ポスター展 尾道市 7/11～7/26
尾道市民センターむかいし
ま

尾道市内の小中学生を対象に海の図画・ポスター作品を募集し、特選・入選・特別賞作品の展
示を行う。

尾道市港湾振興課
TEL：0848-22-8158

海運を知ってもらうための
各種講演・セミナー

(一社）日本船主協会 7/13 呉市
教育機関やその他展示会等のイベントと連携し、日本における海運の使命、船や船員という
職業の魅力を広く一般の方に伝える。
（呉市立中学校での模擬授業）

(一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7178

オープンキャンパス（2回目） 海上保安大学校 7月中旬
海上保安大学校
（広島県呉市若葉町５－
１）

大学校説明、学生寮見学会及び入学相談会等。
海上保安大学校総務課総務係
TEL：0823-21-4961

訪船慰問
呉海事事務所
呉海事振興会

7/17
呉港全体30か所、70隻
（事業所）を予定

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。

呉海事振興会
TEL：0823-25-0887

少年少女ヨット教室
呉ヨット連盟
呉市教育委員会
海上保安大学校

7/19
海上保安大学校及び沖
合水域

少年少女の参加を呼びかけ、海に親しむ心を養い海事思想の普及を図る。
呉海事振興会
TEL：0823-25-0887

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
TEL：082-228-3679

海洋少年団の市中パレード 尾道海洋少年団 7/20 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
TEL：0848-23-5235

海事広報パレード 因島地区海の日協会 7月頃 耕三寺参道 しおまち商店街を園児による鼓笛パレードを行う。
因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

入港船舶訪船 因島地区海の日協会 7月頃 瀨戸田港 園児・職員・保護者の参加により記念演奏、記念品贈呈を行う。
因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

汽笛一斉吹鳴
入港全船舶
呉海事事務所

7/20 呉港全域 正午を期して入港船による汽笛の一斉吹鳴を行い、海の日の意識高揚を図る。
呉海事事務所
TEL：0823-22-2520
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「海の日」式典
尾道海事事務所、尾道海
上保安部、尾道市

7/21 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
TEL：0848-23-5235

海上祈願祭・第20回海の日式典・
祝賀会

呉海事事務所
呉海上保安部
呉海事振興会

7/21 呉阪急ホテル
海上安全祈願。海の日を祝し海事関係功労者の表彰式等を実施。海事関係の功労、海上保
安への協力等による被表彰者を囲みご労苦を慰労する。

呉海事振興会
TEL：0823-25-0887

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（中国地区）

（公社）中国海事広報協会

①7/21～7/31
②8/4～8/17
③9月初旬～9
月末

①広島県庁2階展示場
②宇品旅客ターミナル2階
特設展示場
③宇品市民センター1階ロ
ビー掲示板

「海の日」広報事業の一環として、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）中国海事広報協会
TEL：082-253-1987

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）

7/22 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
TEL：082-228-3679

「海の日」記念式典 因島海事事務所 7/22
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
TEL：0845-22-2298

海の図画コンクール表彰式 因島地区海の日協会 7/22
尾道市営因島中央駐車
場　多目的ホール

海の図画コンクール優秀作品を表彰。
因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

海の図画コンクール入賞作品展示会 因島地区海の日協会 7/22～7/24
尾道市営因島中央駐車
場　多目的ホール

因島・瀨戸田地区の小学生を対象にした海の図画コンクール入賞作品を展示。
因島海事事務所
TEL：0845-22-2298

「海の日」記念式典 第六管区海上保安本部 7/22 広島市プリンスホテル 海事関係功労者表彰。
第六管区海上保安本部
TEL：082-251-5111

親善ボウリング大会 呉海事振興会 7/23 呉マリンボウル 海事関係者が集い、運動を行うとともに親睦をはかる。
呉海事振興会
TEL：0823-25-0887

練習船体験航海・一般公開

広島商船高等専門学校、
同校校友会
呉海事事務所・呉海事振興
会

7/25～7/26
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、練習船一般公開を実施し、海事思想の普及及び将来
の人材育成に寄与する。

広島商船高等専門学校　総務課企画
広報室
TEL：0846-67-3179

みなと広島親子見学会
広島港湾・空港整備事務所
広島港湾空港技術調査事
務所

7月下旬 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
解して頂く。

広島港湾・空港整備事務所
企画調整課
TEL：082-254-7906
広島港湾空港技術調査事務所
調査課
TEL：082-545-7016

体験航海・海上教室 広島商船高等専門学校 7/28 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
TEL：0848-23-5235
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○山口県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

関門海峡クルージング 下関市港湾局振興課
7月～8月

未定
下関港 海への関心を深めるため、夏休み中に旅客船による親子関門海峡クルージングを行う。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

長州出島スケッチコンクール 下関市港湾局振興課 7月上旬 長州出島
海の日にちなみ、市内小学校生を対象として、普段出入りできない「長州出島」を訪れ、未来の姿
をスケッチする。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

リフレッシュ瀬戸内 下関市港湾局振興課 7/12 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
TEL：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

7/17 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
TEL：0936-34-8355

海上安全祈願式 海上保安協会宇部支部 7/17 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
TEL：0936-34-8355

図画コンクール 下関市港湾局振興課 7/17～7/30
展示場所：

生涯学習プラザ
１階ロビー

小学生による海に関わる図画を募集し展示する。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

長門ヨットフェスタ
長門市、長門ヨットフェスタ
2015実行委員会

7/19 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
TEL：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

7/20
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
TEL：0834-21-0180

傷病船員見舞
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 下関市内各病院 市内の病院に入院中の傷病船員をお見舞いする。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

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
TEL：083-231-1277

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
TEL：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
TEL：083-231-1277

汽笛一斉吹鳴
7/20
正午

各港 海の日である７月２0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。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277
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子ども会　体験航海
下関海上保安署
下関市生涯学習課

7/20 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
TEL：083-231-1277

海峡ゆめタワーイベント 下関市港湾局 7/20 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を無料開放を行う。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

海響館無料開放 下関市観光施設課 7/20 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
TEL：083-231-1277

フィシングパーク無料開放 下関市観光施設課 7/20 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
TEL：083-231-1277

水泳大会 下関市水泳連盟 7/20 下関市民プール 海への関心を深めるため、「海の日」に水泳大会を開催する。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

B&Gオーシャン'sキャンプ in 周防大島
(公財）B&G財団
周防大島町B&G海洋セン
ター

7/24～7/26 山口県周防大島町 親子で航海体験・歴史学習・海遊びなど、海について学ぶ2泊3日の体験学習。
（公財）B&G財団
事業部海洋教育課
TEL：03-6402-5313

関釜deランチ 下関市港湾局振興課
7月下旬

未定
下関国際ターミナル

海への関心を深めるため、夏休み中に親子による関釜フェリー「はまゆう」を利用し、船内見学・昼
食会を行う。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

花火大会
宇部市花火大会実行委員
会

7/25 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
TEL：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 7/25 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
TEL：0936-34-8355

「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

7/27
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
TEL：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

7/27
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
TEL：083-231-1277

下関の港を学ぶツアー 下関市港湾局振興課 8/13
下関港

長州出島
海の日にちなみ、下関港に寄港する「にっぽん丸」「長州出島」の市民見学会を実施する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL：083-231-1277

下関カッターレース競技会 下関市水産課 8/30 下関漁港 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
下関市港湾局振興課
TEL：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。
山口県漁協長門総括支店
TEL：0837-26-1313
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＜四国地区＞

○徳島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

造船所見学会 徳島県海事振興会 6/26 神例造船 徳島科学技術高校生徒が造船所見学等を行う。
四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

旅客船等への訪船活動 徳島県海事振興会
調整中
（7月中）

未定 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。
四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

巡視船等一般公開

徳島県海事振興会
徳島海上保安部
小松島港湾・空港整備事務
所

7/18
小松島港

（新港地区） 巡視船、海面清掃船の一般公開、港湾業務艇による港見学会。

四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

小松島港まつり協賛事業
小松島港湾・空港整備事務
所

7/18
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。

小松島港湾・空港整備事務所
沿岸防災対策室
TEL：0885-32-3357

「海の日」汽笛一斉吹鳴 徳島県海事振興会 7/20 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。
四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

海事功労者等表彰式
徳島運輸支局
徳島海上保安部

7/21
11：00～

徳島グランヴィリオホテル 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。
四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

第18回徳島県海事関係者
ボウリング大会

徳島県海事振興会 7/28 スエヒロボウル 海事関係者の交流・親睦を図る。
四国運輸局
徳島運輸支局
TEL：088-622-7622

○香川県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

進水式・工場見学・出前講座
四国運輸局
四国ドック㈱
香川県｢海の日｣協賛会

7月～8月 四国ドック㈱等
香川県内の小中学生を招待して、造船所や進水式を見学することにより、造船産業のＰＲ及び海
事思想の普及を図る。また、出前講座を実施し、海への関心と海事産業をアピールする。

四国運輸局
海事振興部船舶産業課
TEL：087-825-1185

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（四国地区）

（公社）四国海事広報協会
①7/13～7/26
②8/1～9/27

①香川県高松市
サンポート高松 「かがわプ
ラザ」
②香川県琴平町 「海の
科学館」

「海の日」広報事業の一環として、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
TEL：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50回全日本海事産業発展、並びに海上安全祈願祭。
四国運輸局
海事振興部旅客課
TEL：087-825-1182

巡視艇による体験航海 高松海上保安部 7/18 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を実施。
高松海上保安部
TEL：087-821-7013

「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

7/20
9：00～

高松市立ヨット競技場 ヨットレース大会。
四国運輸局
海事振興部船舶産業課
TEL：087-825-1185
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「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

7/20
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。
四国運輸局
海事振興部旅客課
TEL：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 7/20
髙松港玉藻地区

-4m物揚場

髙松港湾・空港整備事務所に配備されている海面清掃兼油回収船「美讃（びさん）」船内の一般
公開、美讃や海洋環境整備事業及び防災に関する取組などを紹介するパネル展示を行い、海の
環境保全に対する四国地方整備局の取組みについて一般の方々に理解を深めていただく。

高松港湾・空港整備事務所
TEL：087-851-5524

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

7/21
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。
四国運輸局
海事振興部旅客課
TEL：087-825-1182

定期フェリー船上で小学生向け海洋教
室の開催

四国運輸局
香川県｢海の日｣協賛会

未定 高松～土庄航路
定期旅客フェリーに香川県内の小学生を招待して、四国運輸局の出前講座を実施し、海事産業
への関心を喚起する。

四国運輸局
海事振興部旅客課
TEL：087-825-1182

○愛媛県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

広報活動
四国運輸局愛媛運輸支局
日本小型船舶検査機構松
山支部

6月下旬～ 松山地区一円 車両に「海の月間」マグネットシートを貼付し、県内を巡回する。
四国運輸局
愛媛運輸支局
TEL：089-956-9951

親善ボウリング大会 宇和島海の日協賛会 ７月上旬 大洲市　アクアボウル 海事関係、漁業・水産関係等団体及び企業等の参加のもと実施。
四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL：0895-22-0260

「海の日」汽笛一斉吹鳴 管内の海運事業者
7/20

12：00～
在港船舶 在港船舶による汽笛の一斉吹鳴。

四国運輸局
愛媛運輸支局
TEL：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

7/20
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。
四国運輸局
今治海事事務所
TEL：0898-33-9001

汽笛の一斉吹鳴 管内の海運事業者
7/20

12：00～
在港船舶 海の日の正午を期して、汽笛の一斉吹鳴の実施。

四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL：0895-22-0260

街頭キャンペーン
海友婦人会
宇和島支部

7/20
13：30～

宇和島市
道の駅きさいや広場

海友婦人会による、街頭での｢海をきれいに｣の標語入りグッズ等の配布。
四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL：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

7/20
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
TEL：0898-31-4992

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
四国運輸局愛媛運輸支局
松山海上保安部

7/21
9：30～

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。

四国運輸局
愛媛運輸支局
TEL：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

7/21 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。
四国運輸局
今治海事事務所
TEL：0898-33-9001
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海上安全祈願祭
海事関係功労者等表彰式

宇和島海の日協賛会
宇和島海事事務所
宇和島海上保安部
南予内航海運組合

7/21
ニュー兵頭サブライムホー
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。
四国運輸局
宇和島海事事務所
TEL：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 7/22
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。
四国運輸局
今治海事事務所
TEL：0898-33-9001

マリンスポーツフェスティバル in 西条 （公財）マリンスポーツ財団 7/25～7/26
愛媛県西条市

（西条港）
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）、展示ブース等。

（公財）マリンスポーツ財団
TEL：03-3454-1151

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頂くために、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頂くため
に、海面清掃兼油回収船『いしづち』の船内見学を行う。

松山港湾・空港整備事事務所
TEL：089-951-0161
URL：
http://www.pa.skr.mlit.go.jp/matsuyam
a/

B&Gオーシャン'sキャンプ in しまなみ
海道

(公財）B&G財団 8/25～8/27 愛媛県今治市・上島市
小中学生を対象に、航海体験・造船所見学・水軍学習など、海について学ぶ2泊3日の体験学
習。

（公財）B&G財団
事業部海洋教育課
TEL：03-6402-5313

○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

7/20
12：00～

高知県内各港 高知県下各港に停泊中の船舶が一斉に汽笛を吹鳴する。
四国運輸局
高知運輸支局
TEL：088-831-1175

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

7/21
16：00～

ザ クラウンパレス
新阪急　高知

海事関係功労者表彰を行う。
四国運輸局
高知運輸支局
TEL：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
①7/23
②7/24

①高知港
②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。

高知港湾・空港整備事務所　企画調整
課
TEL：088-847-3512
URL：
http://www.pa.skr.mlit.go.jp/kouchi/

＜九州地区＞

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月中旬 九州各地
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式を開催
する。

○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

7/1～7/31 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。

全日本海員組合
全国港湾労働組合
関門地区港運協会
関門地区海運組合
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船員留守家族慰問 海友婦人会 7/1～7/31 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。 海友婦人会

船員・港湾作業員入院療養者慰問
九州運輸局
海友婦人会

7/1～7/31 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
TEL：093-322-2700

巡視船体験航海・展示訓練 第七管区海上保安本部
7月

もしくは
10月

関門港 巡視船による体験航海と展示訓練を実施する。 第七管区海上保安本部

殉職船員慰霊祭 全日本海員組合
7/3

11:00～
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
TEL：093-331-3600

海上航行安全祈願 全日本海員組合
7/3

12:00～
和布刈公園 海上航行安全を祈願する。

全日本海員組合
TEL：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 7/4～7/5 福岡市ヨットハーバー
市内居住の小学生と保護者を対象としたﾃﾞｨﾝｷﾞｰ（風のみを動力とするヨット）体験教室を開催す
る。

福岡市ヨットハーバー

「海の日」ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動

全日本海員組合九州関門
地方支部
博多港振興協会
ほか

7/13
10:00～11:00

博多ふ頭～中央ふ頭ﾌﾟﾛ
ﾑﾅｰﾄﾞ周辺

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

2015若松みなと祭り 若松まつり行事協賛会 7/17～7/19 北九州市若松区
日本一の石炭積み出し港であった若松港において、各まつり行事及び巡視艇一般公開等を通し
海難防止思想の普及、海と港への関心を深める。

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

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

7/17
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

7/17 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

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】
7/18（予定）

【展示】
①7/19～8/9
②8/10～8/30
③8/31～9/13

　　　　【表彰式】
・博多港国際旅客ﾀｰﾐﾅ
ﾙﾎｰﾙ
　　　　 【展示】
①博多港国際旅客ﾀｰﾐﾅ
ﾙ
②ﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多
③岡市ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ

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

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

7/18～7/19 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・洞海海洋少年団
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
7/19

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

海の写真展 デジカメクラブ門司 7/18～8/ 2 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
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「海の日」の式典 三池海上保安部 7/18 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。
三池海上保安部管理課
TEL：0944-53-0521

関門港ボート天国
関門港ボート天国推進協議
会

7/19
9:00～

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。

関門港ボート天国推進協議会

北九州港クルージング 北九州市港湾空港局 7/19　ほか 北九州港一円
一般公募した市民を対象に北九州港の施設を海から観覧学習し、北九州港に関するイメージアッ
プ及び親しみの創出を図ることを目的とするクルージングを実施する。

北九州市港湾空港局

汽笛一斉吹鳴
7/20
正午

博多港　ほか 海の日である7月20日の正午に在港船が汽笛を一斉に鳴らす。 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

7/20
ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多ふ頭
～中央ふ頭ｲﾍﾞﾝﾄﾔｰﾄﾞ

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

クルーザー親子体験セーリング 福岡市ヨットハーバー
7/20、7/25、

8/29
福岡市ヨットハーバー

市内居住の小学生と保護者を対象としたﾃﾞｨﾝｷﾞｰ（風のみを動力とするヨット）体験教室を開催す
る。

福岡市ヨットハーバー

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
7/20、8/13

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。
（各日：先着１５０名）

福岡市港湾局
（客船事務所）

巡視船一般公開 福岡海上保安部
7/20

時間未定
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

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

7/20
正午

北九州港 海の日である7月20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
7/20
正午

苅田港 海の日である7月20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

「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

「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

7/22
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
TEL：093-322-2700

「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

苅田港海の日協賛会
7/22

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
TEL：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
7/22

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
TEL：093-434-1954

海の日歓迎訪船 全日本海員組合
7/22

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
TEL：093-331-3600

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

7/23～7/24
13:00～16:30

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。
（事前募集有り）

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
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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

8/4 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。
（事前募集有り）

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 8/4～8/6 福岡市ヨットハーバー 市内居住の小学3年生～中学生を対象としたヨット体験教室を開催する。 福岡市ヨットハーバー

人と海のフォトコンテスト
第26回マリナーズ・アイ　北九州展

(一財）全日本海員福祉セン
ター

8/6～8/30
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
TEL：03-3475-5391
北九州市立美術館
TEL：093-882-7777

ミニミニトライアスロン 愛港会
8/9

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） 愛港会

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

第52回全国中学生海の絵画コンクール
展示会（九州地区）

(公社）九州海事広報協会 8/15～8/30 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。金
賞、銀賞、銅賞（１０点）、外航商船賞（１０点）

（公社）九州海事広報協会
TEL：093-321-7021

海事施設見学会
（一社）日本船主協会
協力：九州運輸局・支局他

8/18 北九州 小学校社会科教師を対象に海運の役割と重要性をアピールする。
（一社）日本船主協会
TEL：03-3264-7181

みなとめぐりクイズ大会 北九州港振興協会 8/23 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
TEL：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

8/23
10:00～

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。

海の日・関門海峡クルージング実行委員
会

第30回日本の海洋画展　北九州展 全日本海員福祉センター 9/8～9/13
北九州市立美術館・本
館市民ギャラリー（アネック
ス）

現代日本画壇の海洋画約43点と特別出品中村琢二作品5点よる絵画展。

（一財）全日本海員福祉センター
TEL：03-3475-5391
北九州市立美術館
TEL：093-882-7777

「灯台記念日」記念展示
第七管区海上保安本部交
通部

10月下旬～
11月上旬

関門海峡らいぶ館 明治期から現在に至るまでの灯台灯器及び七管内の著名灯台等の写真パネルを展示など。
第七管区海上保安本部交通部企画課
TEL：093-321-2931

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。

三池海上保安部管理課
TEL：0944-53-0521

○佐賀県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

オープンスクール 国立唐津海上技術学校
7/11
10/17

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。
7/11見学型オープンスクール、10/17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
TEL：0955-72-8269

海のカーニバル 海のカーニバル実行委員会
7/19

9:00～
唐津市東港
海のカーニバル会場

港を中心とした祭典。
唐津商工会議所
TEL：0955-72-5141

「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 ほか

7/19
9:30～

唐津市東港
海のカーニバル会場
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
TEL：0955-72-3009

船舶体験航海 国立唐津海上技術学校
7/19

9:30～
唐津港一円 海上技術学校練習船「あさかぜ」の体験航海を行う。

唐津商工会議所
TEL：0955-72-5141

海上パレード 唐津地区小型船安全協会 7/19 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
TEL：0955-72-5141
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第63回 九州花火大会
佐賀新聞社
唐津観光協会

7/19
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
TEL：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 ほか

7/19
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
TEL：0955-72-5141

汽笛一斉吹鳴 唐津地区小型船安全協会
7/19

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
TEL：0955-72-5141

魚のつかみどり 唐津港水産振興会
7/19

13:00～
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
TEL：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

7/26
10:00～

唐津市西の浜一帯 唐津湾を巡るイカダ競争を実施。
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 7/8～7/21
浜屋百貨店ステップギャラ
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。

長崎市海の日協賛会
事務局：長崎市建設局都市計画部都市
計画課
TEL：095-829-1169

一日海上保安官 壱岐海上保安署 ７月中旬 長崎県壱岐市 一日海上保安官による海難防止指導等。
壱岐海上保安署
TEL：092-47-0508

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 諏訪神社 海事関係者による祈願祭及び慰霊祭を行う。

長崎市海の日協賛会
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2015
佐世保市海の日協賛会
佐世保市海洋スポーツ協会

7/19
8:30～15:45

佐世保川、
佐世保公園一帯

１チーム3～5名の一般参加登録によるカヌーレースやオールをくじで決めるおもしろカヌーリーレー、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
TEL：0956-46-6868

「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

7/20
10：30～11：30

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
TEL：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

7/20
10：00～11：00

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
TEL：0956-22-6127

海の日市民大清掃 佐世保市海の日協賛会
7/20

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19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
TEL：0956-22-6127

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

7/20
"時間未定"

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
TEL：0956-22-6127
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「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

長崎港「海の日」協賛会 7/22
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。

長崎市海の日協賛会
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
並びに花束贈呈式

長崎港「海の日」協賛会 7/22
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。

長崎市海の日協賛会
事務局：長崎市建設局都市計画部都市
計画課
TEL：095-829-1169

海上パレード 長崎港「海の日」協賛会 7/25 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。

長崎市海の日協賛会
事務局：長崎市建設局都市計画部都市
計画課
TEL：095-829-1169

オープンスクール 国立口之津海上技術学校 7/25～10/24
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
TEL：0957-86-2151

第17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 7/28～7/30
長崎サンセットマリーナ沖
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。
第17回全国水産・海洋高等学校カッ
ターレース大会実行委員会事務局
TEL：095-871-5675

海事思想普及体験サマーキャンプ 長崎港「海の日」協賛会 8/1～8/2 南島原市加津佐町 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。

長崎市海の日協賛会
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

8/10～8/16 九十九島ビジターセンター 「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
TEL：0956-31-6165

○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

大分運輸支局
海上保安部
大分県
大分市
大分海の日協賛会事務局

7/1～7/31 大分市
横断字幕掲出、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
TEL：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
7/18

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
TEL：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

7/18
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
TEL：097-503-2011

つくみ港まつり つくみ港まつり実行委員会 7/18～7/19 津久見市一円 港を中心とした祭典。
つくみ港まつり実行委員会
事務局：津久見商工会議所
TEL：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 7/19
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
TEL：0972-82-5111

納涼花火大会 つくみ港まつり実行委員会
7/19

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
TEL：0972-82-5111
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大分海の日表彰式 大分海の日協賛会
7/20

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
TEL：097-521-2112

水難救済会への募金活動 海洋少年団 7/20
大分市：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
TEL：097-521-2112

汽笛一斉吹鳴及び満船飾
海上保安部
大分県

7/20
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船飾を実施。
大分海の日協賛会
事務局：大分港振興協議会
TEL：097-521-2112

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：
平和祈念館やわらぎ

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
TEL：0972-22-3943

海事啓発ブース
佐伯海事地域人材確保連
携協議会

7/20
9:00～15:30

海上自衛隊佐伯基地分
遣隊グラウンド及び桟橋

佐伯海上保安署によるパネル展示等を行う。
佐伯市商工振興課
TEL：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

7/20
9:00～15:30

海上自衛隊佐伯基地分
遣隊グラウンド及び桟橋

水鉄砲大会やパネル等展示を行う。
海上自衛隊佐伯基地分遣隊
TEL：0972-22-0370

入院船員慰問 海員組合 7/30 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
TEL：097-521-2112

ウォーターフロントクリーン作戦 海員組合 7/31
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
TEL：097-521-2112

海上自衛隊艦艇の一般公開 海上自衛隊 8/1～8/2
大分市：

大在公共埠頭
大在公共埠頭にて、海上自衛隊艦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
TEL：097-521-2112

巡視艇の放水展示 海上保安部 10月下旬
大分市：
大在泊地

大在泊地にて、巡視艇「ゆふぎり」による放水展示を行う。
大分海の日協賛会
事務局：大分港振興協議会
TEL：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

さざ波フェスタ2015 さざ波フェスタ実行委員会 7/19
天草市有明町リップルラン
ドふれあい広場・四郎ヶ浜
ビーチ

海辺を活用した各種イベント。
さざ波フェスタ実行委員会
天草市有明支所まちづくり推進課
TEL：0969－53－1111

魚のつかみ取り さざ波フェスタ実行委員会
7/19

11:00～12:30

天草市有明町リップルラン
ドふれあい広場・四郎ヶ浜
ビーチ

魚のつかみ取り、稚魚放流。
さざ波フェスタ実行委員会
天草市有明支所まちづくり推進課
TEL：0969－53－1111

バナナボート体験 さざ波フェスタ実行委員会
7/19

12:00～15:00

天草市有明町リップルラン
ドふれあい広場・四郎ヶ浜
ビーチ

水上バイク牽引によるバナナボート試乗。
先着150名

さざ波フェスタ実行委員会
天草市有明支所まちづくり推進課
TEL：0969－53－1111

サンドアートフェスティバル さざ波フェスタ実行委員会
7/19

12:30～

天草市有明町リップルラン
ドふれあい広場・四郎ヶ浜
ビーチ

砂像製作体験。
さざ波フェスタ実行委員会
天草市有明支所まちづくり推進課
TEL：0969－53－1111

花火観覧 さざ波フェスタ実行委員会
7/19

20:00～22:00

天草市有明町リップルラン
ドふれあい広場・四郎ヶ浜
ビーチ

貸切クルーザーによる海上での花火観覧。
先着80名

さざ波フェスタ実行委員会
天草市有明支所まちづくり推進課
TEL：0969－53－1111
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解脱墓供養
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
8:30～8:50

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
TEL：0964-52-1111

神事
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
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
TEL：0964-52-1111

みすみ港祭り
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25 三角港ほか 港を中心とした祭典。
宇城市役所三角支所
経済課
TEL：0964-52-1111

ヨットクルージング
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
13:00～16:00

宇城市三角港
県営桟橋～有明海

体験航海
ヨットで三角港から有明海方面へクルージング。
ヨット5艇×応募当選者5人＝25人【事前申込み要】

宇城市役所三角支所
経済課
TEL：0964-52-1111

海上保安部巡視艇　体験航海
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
11:00～12:00
13:30～14:30

宇城市三角港新岸壁
海上保安部　巡視艇「あそぎり」体験航海
会場先着順にて受付。（募集人員各50人）
受付開始時刻①9：30　②12：00

宇城市役所三角支所
経済課
TEL：0964-52-1111

漁船　船隊パレード
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
12:00～12:30

宇城市三角港 漁船等による船隊パレード。
宇城市役所三角支所
経済課
TEL：0964-52-1111

花火大会
第20回海の日協賛・みすみ
港祭り実行委員会

7/25
20:00～20:30

宇城市三角港 海上花火大会。
宇城市役所三角支所
経済課
TEL：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

体験航海 油津港まつり協賛会 7/18 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
TEL：0987-31-1134

ペアボート乗船体験 油津港まつり協賛会 7/18 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
TEL：0987-31-1134

油津チョロ船乗船体験 油津港まつり協賛会 7/18 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
TEL：0987-31-1134

弁甲競漕大会 油津港まつり協賛会 7/18 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
TEL：0987-31-1134

花火大会 油津港まつり協賛会 7/18 油津港 花火大会。
日南市商工観光課
TEL：0987-31-1134

「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

7/21 ふれあい健やかセンター 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　久保畑
TEL：0987-31-1135

サマースクール及び体験航海
宮崎県北部地区「海の日」
協賛会

7/25 細島港
ＮＰＯ法人日本航海協会によるサマースクール（スターナビゲーション体験や船上で使うロープワーク
体験など）の開催及び体験航海

日向市商工港湾課
TEL：0982-52-2111

「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

7/27 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
TEL：0982-52-2111

海上安全祈願祭
宮崎県北部地区「海の日」
協賛会

7/27 細島港 海上、航海の安全を祈願する。
日向市商工港湾課
TEL：0982-52-2111
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○鹿児島県

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海の日海事功労者表彰式典

鹿児島運輸支局
港湾空港整備事務所
第十管区海上保安本部
鹿児島海上保安部

7/21
10:30～12:00

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
TEL：099-222-5660

第29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

7/26
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

＜沖縄地区＞

実施事業 実施主体 日時 場所 事業概要 問合せ先

海洋性レクリエーション指導員
アドバンストインストラクター養成研修
（国土交通省・環境省　人材認定事
業）

(公財）B&G財団 6/5～7/9
マリンピアザオキナワ
（沖縄県国頭郡本部町）

海洋性レクリエーション（ヨット・カヌー等）を中心に、安全対策、環境保全、インタープリテーションの
手法など、指導者の養成研修を行う。

（公財）B&G財団
B&G事業部指導者養成課
TEL：03-6402-5313

美ら海体験教室
(公社)日本海洋少年団連
盟

7/11～7/12 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。

(公社)日本海洋少年団連盟
TEL：03-3553-1818
URL：http://www.jsf-japan.or.jp

2015石垣港みなとまつり
石垣港みなとまつり実行委員
会

7月中旬
石垣港離島ターミナル・旧
離島桟橋周辺

日本最南端の重要港「石垣港」の役割を理解してもらうとともに「みなと」の賑わいを体験してもら
い、石垣港の更なる活性化を図る。
・パネル展・グルクンつみみ取り・ヨットセーリング等。

石垣港湾事務所総務課
TEL：0980-82-4740

一日船長任命式 沖縄総合事務局（運輸部） 7/13 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

汽笛の一斉吹鳴
沖縄総合事務局（運輸部）
各船舶事業者

7/20 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

みなとフェスタ
2015 in 平良港

宮古島市他
7/20

（予定）
平良港マリンターミナル、
マリン広場及び第四埠頭

「海の日」に港に人々が集うことで「みなと」の役割、大切さを知ってもらうことを目的にパネル展等を
実施する。

宮古島市
TEL：0980-72-3751

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、
(公社）沖縄海事広報協会

7/24
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

(公社）沖縄海事広報協会 7/27～8/3
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

第18回海事立国フォーラム （公財）日本海事センター 10/27
沖縄かりゆしアーバン　リ
ゾート・ナハ

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
TEL：03-3263-9421
URL：http://www.jpmac.or.jp
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