
※各行事の開催日時、場所、内容等について変更される場合があります。お出かけの際にはご確認ください。

＜海フェスタ＞ 2016/07/01現在
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海フェスタ東三河
海フェスタ東三河実行委
員会事務局

7月16日～
31日

豊橋市、豊川市、蒲
郡市、新城市、田原
市、設楽町、東栄
町、豊根村

愛知県東三河地域の海・川・港の魅力や重要
性を次世代につなげる機会とし、三河港の活性
化、東三河地域全体の連携や発展に寄与する
とともに、多彩で豊かな地域資源やすばらしい
観光の魅力を全国に発信し、交流人口の獲
得、拡大に向かう大きな契機とするため、東三
河8市町村の連携の下に開催する。

海フェスタ東三河実行委員会事務
局 TEL:0532-34-6070
 http://www.umifesta-
higashimikawa.jp/

船舶の体験乗船会
海フェスタ東三河実行委
員会

7月16日～
17日

豊橋港神野地区岸
壁

少年少女など一般市民を対象に蒲郡観光汽船
の「たつみ丸」による乗船体験会を実施する。

（公社）中部海事広報協会
TEL:052-652-4039
三河港振興会

中学生海の絵画コンクー
ル入選作品展

海フェスタ東三河実行委
員会

7月16日～
31日

ポートインフォメー
ションセンター

中学生を対象に募集した海の絵画の中部地区
入選作品を展示する。

（公社）中部海事広報協会
TEL:052-652-4039

海フェスタ東三河海の総
合展

海フェスタ東三河実行委
員会

7月16日～
31日

ポートインフォメー
ションセンター　カメ
リア

・「第27回マリナーズ・アイ展」入賞作品17点を
展示
・「第41回海上美術展」絵画選抜27点を展示

海フェスタ東三河「海の総合展」出
展事務局
TEL:054-253-2210
（一財）全日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391

海フェスタ東三河
海事法令手続き等の無料
相談事業

海フェスタ東三河実行委
員会

7月16日～31
日

愛知県県豊橋市「海
フェスタ東三河」会
場：豊橋港港内特設
会場（ライフポートと
よはし）

海事代理士は、海の法律家と呼ばれて管海官
庁等行政機関に、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。

(一社）日本海事代理士会
TEL:03-3552-9688

海フェスタ東三河記念式
典

中部運輸局等 7月20日
穂の国とよはし芸術
劇場プラット

海事功労の顕著な者に対する表彰式を行う。
中部運輸局海事振興部旅客課
TEL:052-952-8013

伊勢湾海上交通センター
の一般公開（海フェスタ東
三河）

伊勢湾海上交通セン
ター

7月24日
予定

伊勢湾海上交通セ
ンター
(愛知県田原市伊良
湖町)

海フェスタ東三河の企画として、伊勢湾海上交
通センターの一般公開を実施。

伊勢湾海上交通センター
TEL:0531-34-2700

三河湾発見ツアー
海フェスタ東三河実行委
員会

7月26日～
27日

蒲郡港ラグナマリー
ナ蒲郡岸壁

少年少女など一般市民を対象に名鉄海上観光
船所有の旅客船による乗船体験会を実施す
る。

（公社）中部海事広報協会
TEL:052-652-4039
海フェスタ東三河実行委員会

海フェスタ東三河帆船一
般公開･セイルドリル

海フェスタ東三河実行委
員会

7月30日～
31日

三河港 帆船の一般公開、帆の展帆を行う。
(独)海技教育機構
TEL:045-211-7314

平成28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
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＜全国各地＞
１．イベント

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリーンウィーク2016キャ
ンペーン

(一社)日本マリーナ・ビー
チ協会

5月1日～
10月31日

全国各地

マリンスポーツ・レジャーの普及振興のため、
主に下記の内容で実施する。1.ヨット、モーター
ボートの体験乗船 2.海の駅クルージング体験
3.スクール体験 4.安全学習と環境学習 5.地域
振興イベント共催。

(一社)日本マリーナ・ビーチ協会
TEL:03-3222-3734

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･小学校
保護者組織

5月～9月

B&G海洋センター・
B&G海洋クラブ
小学校プール
臨海学校会場など

小学生、保護者、教員等を対象に、着衣泳・ラ
イフジャケット浮遊・ペットボトル救助の体験会
や指導方法等の研修会を実施し、「海の日」や
「海の安全教育」を推進する。

B&G財団事業部事業課
TEL:03-6402-5313

プールでOPヨット体験会
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。

B&G財団事業部海洋センター・ク
ラブ課
TEL:03-6402-5314

　『船ってサイコ～ 2016
せんきょう夏休みキャン
ペーン』

(一社）日本船主協会 7月～8月 全国各地

一般の方（特に青少年対象）に商船、コンテナ
ターミナル、造船所等を見学して頂く。
（船舶一般公開、体験乗船会、港湾施設見学
会など）

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

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、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
TEL:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

国際交流事業
(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、日本国内で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:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

ペットボトル浮きギネス世
界記録に挑戦！

B&G財団
全国のB&G海洋セン
ター・海洋クラブ

7月24日
B&G海洋センター・
B&G海洋クラブ
その他,海､川､湖等

同日、同時刻に全国一斉で1分間のペットボト
ル浮きを実施し、ギネス世界記録樹立に挑む。

B&G財団事業部海洋センター・ク
ラブ課
TEL:03-6402-5314
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２．広報・周知活動
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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、普及活動と
してジュニア体験、避難訓練、飲んだら泳がな
いキャンペーン等の実施。

日本ライフセービング協会
TEL:03-3459-1445

無料健康相談等 (一社)日本海員掖済会
7月1日～

31日

全国の本会の各病
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

2016「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
募集7月1日
～9月30日

 

港湾の役割の重要性、港における独特な観光
資源の案内、港湾、海岸に埋もれた歴史の発
掘など、国内外への紹介にも役立つ作品を募
集する。

（公社）日本港湾協会フォトコンテ
スト事務局
TEL:03-5549-9575

「海の日」の旗の掲揚 日本小型船舶検査機構 7月中 全国の支部事務所
全国の支部事務所で「海の日」の旗を掲揚す
る。

日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

小型船舶に対する安全パ
トロール

国土交通省地方運輸局 7月中
全国の主要港湾、
漁協、マリーナ、湖
川等

地方運輸局、海上保安部、水上警察署、小型
船舶安全協会、PW安全協会等との協力によ
り、水上等から小型船舶に対する安全思想の
啓発活動と受検指導を実施する。

日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

安全講習会への参加 海上保安部等 ７月中
全国の主要港湾、
漁協、マリーナ、湖
川等

安全講習会等に講師を派遣し、安全思想の啓
発活動と受検指導を実施する。

日本小型船舶検査機構
TEL:03-3239-0828

若者の水難救済ボラン
ティア教室

（公社）日本水難救済会
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・中学生等の児童、教諭、父
兄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、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:03-3265-9691

海上保安新聞「海の日」特
集号の発行

（公財）海上保安協会
7月14日

(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
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関東の旅客船フォトコンテ
スト

関東旅客船協会
7月18日冊子
発行予定

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」を発行する。また、冊子に
は「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28年「海の日」～12月31日）

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

パンフレット作成・配布 平
成28年度版「内航海運の
活動」

日本内航海運組合総連
合会

7月18日 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する。

日本内航海運組合総連合会
TEL:03-3263-4741

第31回海岸愛護写真コン
クール

(一社)全国海岸協会 8月～11月 全国各地

四面を海に囲まれたわが国では、海岸は生
活、産業、レクリエーションなどの場として多様
に活用されている。そこでは海岸災害を防ぎ、
美しく、安全で、生き生きとした海岸を創出する
努力が続けられているが、うるおいとやすらぎ
のある海岸への期待は、ますます高まってい
る。このような、私たちにとって貴重な自然空間
である海岸を、私たちみんなで大切に守り、育
てる心の広がりを願って、海岸愛護写真コン
クールを実施する。

(一社）全国海岸協会
TEL:03-3595-6633
http://www.kaigan.or.jp

船員労働安全衛生月間 (一社)日本海員掖済会
9月1日～

30日

全国の本会の各病
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
会等を行う。

（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月1日～

31日

全国の本会の各病
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
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３．その他
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

青い羽根募金強調運動期
間

（公社）日本水難救済会
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、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18日 全国各地

旅客船になじみのない子供達に船旅を体験し
てもらい、船を身近に感じてもらうため、「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:03-3265-9691

＜北海道地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月～10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

報道機関への周知
稚内海の月間実行委員
会
旭川運輸支局

6月～8月上
旬

市広報紙「わっかな
い」
稚内市政記者会
FMわっぴー

「広報わっかない」7月号への掲載依頼、稚内
市政記者会向けプレスリリース、地元ローカル
FM局「FMわっぴー」でのパブリシティ放送を実
施する。

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

ポスター等の配布 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

広報活動 室蘭運輸支局
6月下旬～
7月中旬

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

巡回広報
室蘭市港湾部
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

6月28日
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・
グッズ等を配布する。

室蘭運輸支局
TEL:0143-23-5001

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

北見商工会 未定 ところ常南ビーチ
商工会、北海道電力、シルバー人材センター等
による海岸清掃を行う。

北見商工会（北見市常呂総合支
所）TEL:0152-54-2111

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

海の日を祝う会 未定 函館港各埠頭
海の日を祝う会会員、函館港湾振興会、市民
による海岸清掃を行う。

海の日を祝う会（函館市港湾空港
部内）TEL:0138-21-3493

海に関するパネル展
北海道開発局小樽開発
建設部新日本海フェリー
（株）

月間中
新日本海フェリー
（株）小樽本店フェ
リーターミナル

小樽港の歴史や整備の状況がわかる写真や
パネルを展示する。

小樽海上保安部
稚内海上保安部
留萌海上保安部等
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字幕等の掲揚
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7月1日～
31日

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

測量山のライトアップ 室蘭港海の日会
7月1日
7月10日
7月18日

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

地元ラジオ局による海の
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

横幕の掲示 旭川運輸支局 7月
合同庁舎
海事関係事務所

「海の月間」横断幕の掲示を依頼する。
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

ポスターの配布、掲示 旭川運輸支局 7月 JR稚内駅他
稚内市内公共施設等に対し、「海の日」
「海の月間」ポスターの掲示を依頼。

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

第20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
20～30日

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
実施する。

海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493

鴎島灯台一般公開 函館海上保安部 7月3日
北海道桧山郡江差
町（鴎島）

鴎島灯台の一般公開。
函館海上保安部交通課
TEL:0138-42-5658

THE祭　体験乗船会
（公財）マリンスポーツ財
団

7月3日
北海道砂川市
（砂川オアシスパー
ク）

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

体験乗船
北海道運輸局
北海道旅客船協会

7月5日 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船員労
政課 TEL:011-290-1014

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5日
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月5日
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

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

興部町観光協会 7月5日 さるる海水浴場
観光協会、町商工会、役場、漁協、小中学生等
による海岸清掃を行う。

興部町商工会
TEL:0158-82-2217

室蘭港ナイトクルーズ
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7月6日
7月13日

室蘭港内
市民を対象にナイトクルーズの体験乗船を実
施する。

室蘭運輸支局
TEL:0143-23-5001
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OTARU　海の教室 北海道運輸局
7月9日
7月23日

小樽港新日本海フェ
リーターミナル

小樽市の小学生を対象に「海」を身近に感じ、
知ってもらうために、海に関連する仕事や、旅
客船・貨物船の役割などの海に関連する授業
を行う。また小樽港で運航している遊覧船の体
験乗船を行う。

北海道運輸局海事振興部船員労
政課 TEL:011-290-1014

フェリー体験航海
稚内港海の月間実行委
員会

 7月9日 稚内～利尻島
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

海事産業現場見学会
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月9日
苫小牧港及び周辺
施設

大学生・高等専門学校生を対象とした船舶や
港湾施設の見学会を開催する。

北海道運輸局室蘭運輸支局苫小
牧海事事務所
TEL0144-32-5901

体験操船・乗船会
（公財）マリンスポーツ財
団

7月9日～
10日

北海道 砂川市
（砂川オアシスパー
ク）

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

海に係わる映画の上映
釧路海の月間実行委員
会

7月中旬 釧路市立図書館
海に係わる映画を特集し、一般市民向けに上
映する。（無料）

釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

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

7月12日 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。

釧路海の月間実行委員会事務局
釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

中学生海の絵画コンクー
ル

北海道海事広報協会
7月13日～

21日
長崎屋小樽店

中学生海の絵画コンクールで応募のあった絵
画を展示する。

(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
函館利用促進協議会

7月14日
7月19日
7月23日
7月26日
8月1日

函館港
クルーズ客船の入港時に歓迎イベントを開催。
8月1日の「ダイヤモンド・プリンセス」入港時に
親子見学会を実施する。

函館地区クルーズ振興協議会
TEL0138-49-9901

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

在港船訪船慰問
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月15日
苫小牧港(西港区及
び東港区)

苫小牧港に接岸中の本船に対して訪船慰問を
行い、記念品を贈呈する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

港湾清掃 根室港海の日の会 7月16日 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

わんぱくチャレンジ夏「海
で遊ぼう」

（一財）稚内市体育協会
7月16日 抜海漁港周辺、稚

内市少年自然の家
小学生を対象に磯遊び、工作など

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

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月16日～
18日

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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「稚内港北防波堤ドーム
竣工80周年記念
WAKKANAIみなとコンサー
ト」と「稚内港で活躍する
船舶大集合」の連携

稚内のみなとを考える女
性ネットワーク
稚内港海の月間実行委
員会

7月16日～
17日

稚内北防波堤ドー
ム及びドーム前岸壁

7月16日夜間及び17日10時～16時頃までドー
ム内において市民コンサートを開催。17日には
12時～15時を目処にドーム前岸壁で官庁船の
一般公開を行う。

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5048

海のフェスティバル
釧路運輸支局
根室港海の日の会

7月17日
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

巡視船の一般公開
小樽海上保安部
稚内海上保安部
留萌海上保安部等

7月17日
7月24日
7月18日

小樽港
留萌港
稚内港等

巡視船の一般公開や体験航海を実施する。
小樽海上保安部
稚内海上保安部
留萌海上保安部等

マリンフェスタ in 小樽
16マリン・フェスタin 小樽
実施機関連絡会

7月17日
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
TEL：011-290-1011

海開き 稚内市教育委員会
7月17日

予定
坂の下海水浴場 坂の下海水浴場において、海開きを実施する。

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

エンルムマリーナ祭 ㈱エンルムマリーナ室蘭 7月17日
㈱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
ズや新鮮な魚介類の販売、露店、歌謡ショーや
フリーマーケットなどを開催する。

㈱エンルムマリーナ室蘭
TEL:0143-27-4188
http://enrum-marina.jp/

稚内港で活躍する船舶大
集合

稚内港海の月間実行委
員会

7月17日 稚内港北埠頭
稚内港で活躍する船舶の一般公開などを実施
する。

北海道運輸局旭川運輸支局（稚
内庁舎)
TEL:0162-23-5047

汽笛の一斉吹鳴
室蘭港海の日会
室蘭運輸支局

7月18日 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

パネル展 室蘭開発建設部 7月18日
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月18日
室蘭港内
乗船受付：白鳥大橋
記念館「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月18日 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
TEL：0143-23-5001

汽笛の一斉吹鳴 釧路運輸支局 7月18日 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月18日 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月18日
12:00

稚内港内
稚内港内に停泊中の船舶が、7月18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

汽笛の一斉吹鳴
各地区協議会等（停泊中
の船舶による）

7月18日 全道各港
海の日の正午、全道各港に停泊中の船舶によ
る汽笛の一斉吹鳴を行う。

各地区協議会等
小樽海上保安部他
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汽笛一斉吹鳴
室蘭運輸支局苫小牧海
事事務所

7月18日
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
一斉吹鳴を実施する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

わっかない海の駅まつり
㈱副港開発
稚内市

7月18日
予定

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）を実施する。

㈱副港開発・稚内
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月18日 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を実施する。

めだかの学校

チキウ岬灯台一般公開 室蘭海上保安部 7月18日 チキウ岬 チキウ岬灯台の一般公開。
室蘭海上保安部交通課
TEL:0143-23-3133

海事功労者の表彰
室蘭運輸支局苫小牧海
事事務所

7月19日
グランドホテル
ニュー王子

海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

安全祈願祭 室蘭港海の日会 7月19日 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

「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月19日 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

海事関係功労者の表彰
旭川運輸支局
稚内海上保安部
稚内海の月間実行委員

7月19日
11:00

稚内水産ビル
海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
する。

旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

海事功労者の表彰 北海道運輸局 7月19日 小樽地方合同庁舎
海事功労の著者な者等に対する表彰式を開催
する。

北海道運輸局
TEL:011-290-1011

海事功労者の表彰 釧路運輸支局 7月19日
釧路センチュリー
キャッスルホテル

海事功労の著者な者等に対する表彰式を開催
する。

釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

「海の日」記念式典 海の日を祝う会 7月20日 函館市五島軒本店
海上安全祈願祭、海事功労者表彰及び開催記
念祝賀会

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「クリーン作
戦」

函館港湾振興会
海の日を祝う会

7月21日 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:0138-21-3493

児童絵画展
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月21日～
7月24日

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「場所：未定」において絵画
展を実施、入選者の表彰式を開催する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

海事功労者の表彰 旭川運輸支局 調整中
留萌市海のふるさと
館

海事功労の著者な者等に対する表彰式を開催
する

旭川運輸支局
TEL;0166-51-5271
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苫小牧港「体験航海」
海の月間苫小牧地区実
行委員会

7月下旬
苫小牧港西港区北
ふ頭緑地（キラキラ
公園）

苫小牧港の役割・機能等を紹介し、港湾事情
への理解や親しみを深めてもらうことを目的に
苫小牧市内在住の小学生を対象とした「苫小
牧港みなと見学会」を実施する。

海の月間苫小牧地区実行委員会
「みなと見学会事務局（ナラサキス
タックス㈱内）」
TEL:0144-35-2131

海事功労者の表彰 釧路運輸支局 7月22日 根室商工会館
海事功労の著者な者等に対する表彰式を開催
する。

釧路運輸支局TEL:0154-51-0057

釧路みなとパネル展 釧路開発建設部
7月22日～

24日
釧路市観光国際交
流センター

釧路港の概要や役割などのパネルを展示す
る。

釧路海の月間実行委員会事務局
釧路運輸支局
TEL:0154-51-0057

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月22日～24

日
表彰式
7月22日

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

マリンフェスティバル２０１
６

函館国際水産・海洋都市
推進機構
函館運輸支局
函館海上保安部
函館開発建設部
北海道
函館市共催

7月23日～
24日

函館市水産・海洋総
合研究センター

水産海洋講演会、ヨット試乗体験、タッチプール
体験のほか、函館港で活躍する官庁船やみな
と見学会、みなとパネル展を開催する。

函館国際水産・海洋都市推進機
構 TEL:0138-21-4700

親子で楽しむ函館港ク
ルーズ

函館運輸支局
7月23日

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

函館みなとパネル展 函館開発建設部
7月23日～

24日
国際水産・海洋総合
研究センター

函館港の歴史や役割などに関するパネル展を
開催する。

函館開発建設部函館港湾事務所
TEL0138-41-4156

街頭広報活動
釧路海の月間実行委員
会

7月23日
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
配付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

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23日 宗谷岬灯台 宗谷岬灯台の一般公開
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

函館地方気象台施設見学
会

函館地方気象台
7月23日

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
http://www.jma-
net.go.jp/hakodate-c/
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むろらん港鉄人舟漕ぎ大
会

むろらん港鉄人舟漕ぎ大
会実行委員会
室蘭市港湾部
室蘭港海の日会

7月24日 室蘭港中央埠頭
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
てもらうために、舟漕ぎ大会を開催する。

（一社）室蘭観光協会
TEL:0143-23-0102
http://muroran-
kanko.com/event/port_festival.ht

「海の日」記念料理教室 海の日を祝う会 7月24日
函館市水産・海洋総
合研究センター

海の恩恵に感謝し、函館近海の海産物に慣れ
親しむため、料理教室を開催する。

海の日を祝う会事務局
函館市港湾空港部内
TEL:0138-21-3493

函館港で活躍する官庁船
見学会

函館運輸支局
7月24日

10:00～15:00

国際水産・海洋総合
研究センター前弁天
B岸壁

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

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月27日～
29日

苫小牧西港
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
海を実施する。

室蘭運輸支局苫小牧海事事務所
TEL:0144-32-5901

海の絵画展
室蘭観光協会
室蘭港海の日会

7月28日～
8月3日

アークス室蘭中央店
全国中学生海の絵画コンクール（北海道海事
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

稚内地方気象台の施設見
学会「わっかない　お天気
ひろば2016」

稚内地方気象台 7月30日 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、工作コーナー等）を実施す
る。

稚内地方気象台
TEL:0162-23-2679
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL: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4日 稚内灯台
（ノシャップ岬）

稚内灯台の一般公開を行う。
旭川運輸支局（稚内庁舎）
TEL:0162-23-5047

稚内副港ボートレース
2016

稚内みなと南極まつり実
行員会

8月中旬 稚内第1副港
稚内の中心的な地域である副港地区におい
て、市民参加型の交流拠点機能を拡充するた
めのイベントを開催する。

稚内商工会議所
TEL:0162-23-4400

神威岬灯台一般公開 小樽海上保安部
9月18日

11:00～15:00

神威岬灯台（北海道
積丹郡積丹町大字
神岬）

神威岬灯台の一般公開を行う。
小樽海上保安部交通課
ＴＥＬ:0134-23-0481

＜東北地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「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月22日 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を行う。

東北運輸局海事振興部海事産業
課 TEL:022-791-7512
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○青森県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

アスパムイベント 青森県観光連盟 7月1日～3日
観光物産館アスパ
ム

アスパム開館30周年記念
2016あおもりたまごかけごはんまつり
あおもり大畜産まつり等イベントを実施

青森県観光連盟
TEL.017-735-5331

あさむし水族館イベント 浅虫水族館 7月～8月 浅虫水族館
水族館裏方見学会、イルカと握手会など様々な
イベントを実施する。

浅虫水族館
TEL.017-752-3,377

ねぶたの家ワ・ラッセイベ
ント

ねぶたの家ワ・ラッセ 7月
ねぶたの家ワ・ラッ
セ

初心者向けねぶた囃子体験教室、ハネト衣装
着付け教室を実施。

ねぶたの家ワ・ラッセ
TEL.017-752-8,317

三陸復興国立公園種差海
岸観光まつり

種差海岸観光まつり実行
委員会

7月 種差海岸芝生広場
凧揚げ大会や海産物即売会などで夏を楽しむ
イベント。

南浜公民館
TEL:0178-39-3036

第53回種差海岸観光まつ
り

種差海岸観光まつり実行
委員会

7月3日 種差海岸 ブース展示を行う。
八戸海上保安部管理課
TEL:0178-33-1222

むつ研究所施設一般公開
（国研）海洋研究開発機
構

7月10日
(国研）海洋研究開
発機構むつ研究所

海洋研究開発機構むつ浜研究所の一般公開
を実施。

(国研）海洋研究開発機構
TEL:0175-25-3811

安潟みなとまつり 青森商工会議所

7月15日～18
日

7月22日～24
日

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、無料体験クルージングやステージイ
ベント、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

第29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月16日～17
日

青森港～函館港
青函ヨットレース、ディンギー部門レースを開催
する。

青函カップヨットレース実行委員会
TEL:017-738-8317

補給艦「とわだ」
艦内一般公開、電灯艦飾

自衛隊八戸地域事務所・
八戸港海の日実行委員
会

7月16日～
18日

八戸港
船舶に親しむため、自衛隊艦船の見学会を実
施する。

八戸港海の日実行委員会事務局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111
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八甲田丸港フェスタ
特定非営利活動法人あ
おもりみなとクラブ

7月17日～
18日

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。

青函連絡船メモリアルシップ八甲
田丸 TEL:017-735-8150

青森港「海の日」図画コン
クール

青森港振興協会
7月17日～

18日
未定

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、優秀作品を展示す
る。

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

汽笛の一斉吹鳴 青森運輸支局 7月18日 青森港在港船舶
港内停泊中船舶による汽笛の一斉吹鳴を行
う。

青森運輸支局海事部門TEL:017-
739-8112

汽笛の一斉吹鳴 八戸海事事務所 7月18日 八戸港 在港船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
八戸海事事務所
TEL:0178-33-0718

鮫角灯台まつり 八戸海上保安部
7月18日

9:00～16:00
鮫角灯台

鮫角灯台の一般公開、地域交流イベントの開
催。

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
八戸港湾・空港整備事務

7月19日
八戸シーガルビュー
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を行う。

八戸港海の日実行委員会事務局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

在港船訪問
八戸海事事務所
八戸海の日実行委員会

7月19日 八戸港 商船等訪問、記念品を配布する。
八戸港海の日実行委員会事務局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

海難殉職者慰霊法要

漁業指導協会
八戸海事事務所
八戸市
八戸港海の日実行委員

7月20日 八戸市　福昌寺 海難殉職船員の慰霊法要を行う。
八戸港海の日実行委員会事務局
(八戸港湾運送)
TEL:0178-29-3111

あおもり北のまほろば歴
史館開館1周年記念イベ
ント

特定非営利活動法人あ
おもりみなとクラブ

7月23日～
24日

あおもり北のまほろ
ば歴史館

歴史館入場無料
夏の工芸学校として、技術ある職人たちによる
自慢の作品展示販売、体験コーナーを開催す
る。

特定非営利活動法人あおもりみな
とクラブ
TEL.017-763-5,519

第18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月23日～
24日

八戸市第一魚市場
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。

主管校：青森県立八戸水産高等
学校

巡視船「しもきた」
一般公開

八戸海上保安部 7月24日 八戸港 海上保安部船舶の一般公開を行う。
八戸海上保安部
TEL:0178-33-1222

「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月28日 ホテル青森
海事功労の顕著な者等に対する表彰式を開催
する。

青森港振興協会（青森市経済部
交流推進課）
TEL:017-734-5415
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○岩手県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海浜清掃 宮古市「海事振興会」 未定 浄土ヶ浜
全日本海員組合岩手事務所、海友婦人会宮古
支部会員による海岸清掃を行う。

宮古市「海事振興会」（宮古市産
業振興部水産課内）TEL:0193-
62-2111

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 見舞品等を配布する。
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 商船等を訪問し、記念品を配布する。
岩手運輸支局
TEL:0193-62-3500

海浜清掃
浄土ヶ浜をきれいにする
会（宮古市）

7月中 浄土ヶ浜 一般市民参加による海浜清掃を行う。
宮古市観光港湾課おもてなし係
TEL:0193-68-9091

汽笛一斉吹鳴 岩手運輸支局 7月中 宮古港 在籍船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
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 在籍船による汽笛の一斉吹鳴を行う。
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月14日 宮古市民文化会館
海事功労の顕著な者等に対する表彰式を行
う。

宮古港海事振興会（宮古市水産
課）TEL:0193-68-9099

磯の生物展 岩手県立水産科学館
7月15日～
8月21日

岩手県立水産科学
館

磯の生物の展覧会を行う。
宮古港海事振興会（宮古市水産
課） TEL:0193-68-9099

第24回「海の日」宮古港
カッターレース

宮古市カッターレース
実行委員会

7月17日 宮古市魚市場前 カッターレースを実施する。
宮古市カッターレース実行委員会
（宮古市体協）

海事関係功労者の表彰 地方運輸局 7月 大船渡市
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。

もぐらんぴあサマーフェス
ティバル(久慈みなと・さか
なまつり)

(有)あくあぷらんつ
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
もぐらんぴあみなと
オアシス

もぐらんぴあ周辺を主会場に、地元の海・水生
生物とふれあうイベント。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。

久慈市観光交流課
TEL:0194-52-2111

帆船「海王丸」宮古港寄港 宮古港利用促進協議会
7月22日～

26日
藤原埠頭 未定

宮古港利用促進協議会事務局
（宮古市港湾振興課）
TEL:0193-68-9093

帆船一般公開、セイルドリ
ル

宮古市
(独)海技教育機構

7月23日～
24日

宮古港 帆船の一般公開、帆の展帆
(独)海技教育機構
TEL:045-211-7314

14



「海の日」記念式典（海事
功労者表彰式等）

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月25日
釜石市漁業協同組
合

海事功労の顕著な者等に対する表彰式を行
う。

釜石市「海の日」実行委員会（釜
石市水産課）
TEL:0193-22-2111

第25回宮古港ボート天国
宮古港ボート天国推進協
議会

8月7日 リアスハーバー宮古 未定
宮古港海事振興会（宮古市水産
課） TEL:0193-68-9099

○宮城県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ビーチウォーク&クリーア
ンップ大作戦

唐桑町海友会 7月中
唐桑町西舞根及び
九十九鳴き浜

海友会会員、公民館関係者による海岸清掃を
行う。

唐桑町海友会
TEL:0226-32-3900

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を慰問する。
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（気仙沼港を母港する船）

気仙沼市産業部水産課
TEL:0226-22-6600

「海の日」及び海の月間の
広報

石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月1日～
31日

石巻市内（予定）
「海の日」及び海の月間にかかわるポスター等
の官公署への掲示及び、関係事業者への配
布、掲示の依頼を行う。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

訪船慰問
石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月1日～
31日

石巻港・女川港他
管内の各港等に停泊している船舶を訪問し、慰
問を行う。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

第69回塩竃みなと祭
塩竃観光交流課
塩竃市観光物産協会

7月17日～
18日

塩釜港、マリンゲー
ト塩釜ほか

神輿海上渡御、陸上パレード、前夜祭（花火大
会）の開催の他、海上保安庁ブース展示等を
行う。

塩竃市観光物産協会
TEL:022-364-1165
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汽笛の一斉吹鳴 石巻海事事務所 7月18日 石巻港 在籍船による一斉汽笛吹鳴を実施する。
石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

験航海を含むオープン
キャンパス、オーシャン
キャンパス

宮城県水産高等学校 7月18日
宮城県水産高等学
校、石巻港

中学生及びその保護者と中学校教員を対象と
した授業体験と実習船体験航海（オープン）。
小中学生とその保護者を対象とした、実習船体
験航海及び学生による加工品販売実習（オー
シャン）。

宮城県水産高等学校企画情報部
TEL:0225-24-0404

「海の日」に係る祝賀行事
石巻海事事務所
石巻地区「海の日」実行
委員会

7月19日 石巻グランドホテル
海の日の記念式典を実施し、海事功労者等の
表彰を実施する。

石巻海事事務所
TEL:0225-95-1228

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

宮城県仙台塩釜港湾事
務所

7月20日頃
仙台港及び塩竃港
周辺

関係官署、周辺企業及び一般ボランティアによ
る港湾清掃を行う。

宮城県仙台塩釜港湾事務所
TEL:022-254-3132

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

気仙沼大島観光協会 7月20日頃 小田の浜海水浴場
観光協会会員や協賛企業等による海岸清掃を
行う。

気仙沼観光協会
TEL:0226-28-3000

「海の日」海事関係功労者
表彰式

気仙沼海事事務所他 7月21日
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28年「海の日」
海事関係功労者表彰式を実施する。

気仙沼海事事務所
TEL:0226-22-6906

○秋田県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

のしろみなと祭り みなと祭り実行委員会 7月 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
上自衛隊等のブース設置、船の一般公開、ス
テージライブなど（詳細は未定）。

能代商工会議所（事務局）
TEL:018-552-6341

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

秋田港をきれいにする会 7月中旬 秋田港内
秋田港の港湾関係者等による港湾清掃を行
う。

秋田港をきれいにする会（りんか
い日産建設㈱内）
TEL:018-845-2271

港湾業務艇「あきかぜ」体
験航海

船川港港湾振興会 7月18日 男鹿市
船川港の新たな魅力の発見や、海や港に親し
みを持っていただくことを目的に、港湾業務艇
に体験航海を実施。

男鹿市観光商工課商工港湾班
（事務局）
TEL:0185-24-9142

秋田港海の祭典
秋田港海の祭典実行委
員会

7月30日～
31日※式典

は30日
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、海上自衛隊
等のブース設置、船舶の一般公開・体験乗船、
ステージライブ、花火大会など。

秋田商工会議所土崎支所（事務
局） TEL:018-845-5983
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○山形県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

『西の堺　東の酒田』湊町
復活事業

「海の日」記念事業実行
委員会

7月～9月
酒田市内の海水浴
場他

・漁業体験・海岸で古来塩作り体験・海と発電
の勉強会・酒田港　海のお仕事探検隊他

酒田市商工観光部商工港湾課
TEL:0234-22-5111（代表）

湯野浜の海に関する学習
会の開催2016

湯野浜温泉観光協会 7月～10月
湯野浜温泉海水浴
場

・湯野浜海岸で地引網・カヤックに乗り海からの
視点で湯野浜海岸で学ぶ・海岸には何がある
かな？他

湯野浜温泉観光協会
TEL:0235-75-2258

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月16日 山形県鶴岡市
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

酒田灯台一般公開 酒田海上保安部 7月18日
酒田灯台（酒田北港
緑地展望台）

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

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

酒田港クリーンアップ推
進協議会

海の日の週
の土曜日

酒田港大浜海岸
酒田港内関連団体、企業による海岸清掃を行
う。

酒田港クリーンアップ推進協議会
TEL:0234-26-5634

「海の日」海事関係功労者
等表彰式

「海の日」記念事業実行
委員会

7月22日 酒田産業会館
海事関係功労者(東北運輸局長表彰)に対する
表彰状の伝達を行う。

酒田市商工観光部商工港湾課
TEL:0234-22-5111（代表）

2016みなとオアシスまつり
「海の日」記念事業実行
委員会

7月31日
山形県酒田市「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、港内見学会を開催する。

酒田市商工港湾課港湾空港係
TEL:0234-26-5758

船との出会い事業～海の
仕事へのパスポート～

(公財)日本海事広報協会 8月24日 南陽市文化会館
南陽市の中学生を対象に海事産業や公的機
関の現役の担当者を講師にセミナー等を開
催、海や船の仕事への出会いの場を作る。

(公財)日本海事広報協会
TEL:03-3552-5033

○福島県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

汽笛一声吹鳴 在港船舶  7月18日 小名浜港
港内停泊中船舶による汽笛の一声吹鳴を行
う。

福島運輸支局小名浜庁舎
TEL:0246-54-2311

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

いわき市健康歩く会 7月18日 いわき市勿来海岸 いわき市民による海岸清掃を行う。
いわき市健康歩く会
TEL:0246-34-7895

「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月20日
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28年「海の日」
海事関係功労者表彰式を実施する。

福島運輸支局小名浜庁舎
TEL:0246-54-2311
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いわき市おなはま海遊祭
いわき花火大会実行委
員会
小名浜海遊祭委員会

7月30日～
31日

小名浜港アクアマリ
ンパーク

「いわき花火大会（8/6）」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（H27実施内容）】▽キッ
ズボート体験乗船 ▽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▽自衛隊車両一般公開▽移動水族館▽
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
http://www.iwakihanabi.com/onah
ama_kaiyusai/index.htm

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月30日～
31日

福島県いわき市
（おなはま港）

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、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

＜関東地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

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）
海藻おしば協会

賀茂小学校
7月6日

①小岩小学校(江戸
川区）
②小出小学校（茅ヶ
崎市）
③賀茂小学校（賀茂
郡）
④東海大付属小学
校（清水市）
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
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ポスターによる広報活動

日本海事広報協会
関東海事広報協会
東京消防庁臨港消防署
他

海の月間期
間中

実行委員会構成団
体及び関係団体の
掲示板等

海の月間等のポスターを掲示し周知・広報を行
う。

(公社)関東海事広報協会
TEL:045-201-6575

字幕（横断幕）等の掲出 東京運輸支局
7月1日～

31日

東京港湾合同庁舎
東京海上保安部
東京湾岸警察署臨
港消防署
東京都港湾局船の
科学館他（計12機関
に依頼予定）

字幕（横断幕）等を各官署、団体、港内旅客船
及びに巡視船等に掲出する。

東京運輸支局運航部門（TEL:03-
5253-2320）他
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マンスリー“スポット”展示
日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月1日～
31日

船の科学館
別館展示場

過去実施した「おはなし会」で取り上げた海に
関する絵本や展示資料、図鑑等にスポットを当
て、自由に閲覧できるコーナーを子供向けに設
置する。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

東京港クリーンアップ
東京港港湾運送事業協
同組合

7月1日～
31日

東京港内各埠頭 東京港公共埠頭港湾地滞（陸上）を清掃する。
東京港港湾運送事業協同組合
TEL:03-3452-3811

 海岸愛護写真パネルの
展示

(一社)全国海岸協会 7月～11月
東京
和歌山

第30回（平成27年度）実施の海岸愛護写真コン
クールの入賞作品のパネルを協会主催の行事
や国土交通省、なぎさシンポジウム会場等へ
展示し、海岸愛護思想の普及啓発に寄与する
ための広報活動を行う。

(一社）全国海岸協会
TEL:03-3595-6633
http://www.kaigan.or.jp

ボランティアによる解説
日本海事科学振興財団
（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
TEL:03-5500-1111

宗谷にタッチ！さわって学
ぶガイドツアー

日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月2日
船の科学館
初代南極観測船“宗
谷”

「視覚障害者」を対象に、“宗谷”を通じて本物
の船の大きさや質感、船の役割等について実
感して頂く。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

 
表敬慰労訪船

関東海事広報協会
東京運輸支局
関東沿海海運組合
関東旅客船協会
東京港運協会
全日本海員組合

7月4日 東京港内各埠頭
10隻程度に訪船し「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

東京運輸支局運航部門
TEL:03-5253-2320他

 『海の月間』東京港パネ
ル展

東京都港湾局
7月11日～

15日
東京都庁第一庁舎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
ルの展示を行う（来場者数約600人見込み）

東京都港湾局総務部総務課
TEL03-5320-5524

 
東京港サンセットクルーズ
（外国人対象）

東京都港湾局 7月17日 東京港内
「海の日」にちなみ、外国人に東京港を知って
いただくための乗船会を実施（参加者数60名見
込み）

東京都港湾局総務部総務課
TEL03-5320-5524
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「海の月間　海浜クリーン
アップ」

全日本海員組合 7月中旬
東京都・葛西臨海公
園西なぎさ

組合本部及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

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月6日
12:10～

日比谷公会堂小音
楽堂

海上保安庁音楽隊による演奏。入場無料。
海上保安庁政策評価広報室
TEL:03-3591-6361（代表）

『船ってサイコ～2016』
外航海運セミナー

（一社）日本船主協会 7月7日 海運クラブ
外航海運の概要、航海安全・環境への対応に
ついてのセミナーを開催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
email:pub-office@jsanet.or.jp

カヌー操船体験教室
日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月10日
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
室を行う。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

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
ルニューオータニ

全国の中学生、小学生及び児童から「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月に亘り展示する。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:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

企画展「和船 wasen」～模
型と写真で探る～

日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月16日～
18日

船の科学館
本館1階ロビー

東京湾や近郊河川で活躍した和船ついて、ど
の様な船がどの様な用途で使われていたかな
ど和船模型と写真により、その実像を紹介す
る。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

海の学び舎・わくわくキッ
ズパーク

日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月16日～
8月28日

船の科学館
別館展示場他

期間中の土日を中心に、海に関する様々な実
験・工作教室等を通じた海洋教育を実施する。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

スバル ザ カップ 東京ヨットクラブ 7月17日 東京湾
ディズニーランド沖～海ほたる間のヨットレース
（100艇のヨットが東京湾ｱｸｱﾗｲﾝを横切る）。

東京ヨットクラブ
http://www.tyc.gr.jp/
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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
京港埠頭株式会社）

7月17日
7月18日

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
ろうそくを入れた紙袋を並べて地上絵を描く。今
年で13回目を迎える。

東京港埠頭株式会社
TEL:03-3599-7303

関東の旅客船おでかけガ
イドマップの発行※横浜地
区と同一計画

関東旅客船協会 7月18日発行

関東の旅客船をより多くの方々に知っていただ
き利用を促すため、海の日に合わせて発行。
フォトコンテストや各種特典を付して年末まで有
効に活用していただきるよう工夫する。

関東旅客船協会
TEL:03-5733-4863

　『船ってサイコ～ 2016』
自動車専用船見学会＆柳
原良平名誉船長作品展示
会

㈱商船三井
(一社)日本船主協会

7月18日 晴海客船ターミナル
㈱商船三井の自動車専用船見学会と同社名
誉船長柳原良平氏の作品展示会を開催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

汽笛の一斉吹鳴

東京運輸支局
東京海上保安部臨港消
防署
（一財）海上災害防止セ
ンター

7月18日
正午

東京港内に停泊中
の船舶（19機関に依
頼予定）

「海の日」（7月18日）正午に、東京港内に停泊
中の船舶に対し汽笛の一斉吹鳴（10秒～30秒
の継続する長音１回）を依頼する。

東京運輸支局運航部門（TEL:03-
5253-2320）他

汽笛の一斉吹鳴
（一財）海上災害防止セ
ンター

7月18日 東京湾
「海の日」の正午を期して、停泊船が汽笛の一
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
http://www.mdpc.or.jp/

「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

7月21日
15:00～

東京港湾福利厚生
協会芝浦サービス
センター（バーク芝
浦）大会議室

第21回「海の日」にあたり、海事関係功労者及
び永年勤続者等に対し、国土交通大臣、海上
保安庁長官をはじめ関東運輸局長、関東地方
整備局長及び第三管区海上保安本部長等か
らの表彰状等の伝達及び授与式典を行う。

東京運輸支局運航部門
TEL:03-5253-2320

セーリングカヌー操船体験
教室

日本海事科学振興財団
（船の科学館）

7月24日
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セーリン
グカヌー操船体験教室を行う。

船の科学館
TEL:03-5500-1111

東京湾海洋体験アカデ
ミー

B&G財団

7月26日～
30日

8月1日～
5日

神奈川県
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
を実施する。

B&G財団事業部事業課
TEL:03-6402-5313

「ジュニア･シッピング・
ジャーナリスト賞」東京港
見学・新聞づくり講習会

(公財)日本海事広報協会 7月28日
東京国際コンテナ
ターミナル

小中学生を対象に実施する船をテーマにした
新聞コンクール応募のための、コンテナターミ
ナル見学と新聞作り講習会を開催する。

(公財)日本海事広報協会
TEL:03-3552-5033
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　『船ってサイコ～ 2016』
海事施設見学会

（一社）日本船主協会
共催：石油連盟

7月29日 千葉・東京湾
小学校社会科研究会教師を対象とし、海運の
役割と重要性の理解増進、学校教育への反映
を図る。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

　『船ってサイコ～ 2016』
東京海洋大学海洋工学部
オープンキャンパス

(一社）日本船主協会 7月29日
東京海洋大学海洋
工学部（江東区越中
島）

東京海洋大学海洋工学部オープンキャンパス
を開催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

　『船ってサイコ～ 2016』
視察船「新東京丸」東京港
クルーズ

(一社）日本船主協会 8月3日 東京港
視察船「新東京丸」による東京港クルーズを開
催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181

“海と船”と遊ぼう！
（「丸のキッズジャンボリー
2016」）

(公財)日本海事広報協会
8月16日～

18日
東京国際フォーラム

船に関するクイズラリーやペーパークラフト教
室、操船ゲームなど楽しみなが海や船について
学べるブースを出展する。

(公財)日本海事広報協会
TEL:03-3552-5035

第18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月17日～

19日
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。

シーフードショー事務局
TEL:03-5775-2855

B&G全国ジュニア水泳競
技大会

B&G財団 8月20日
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。

B&G財団事業部海洋センター・ク
ラブ課
TEL:03-6402-5314

第31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月22日～
28日

東京芸術劇場5階展
示ギャラリー1

現代日本画壇の海洋画約45点と特別出品柏
原覚太郎作品1点による絵画展。併設展：海事
関係者絵画約40点を展示する。

東京芸術劇場
TEL03-5391-2111
（一財）全日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391

府中水辺の楽校（仮称）
府中水辺の楽校運営協
議会 ８月26日

平和島ボートレース
場・しながわ水族館

府中水辺の楽校運営協議会主催の多摩川に
かかる企画イベント「府中水辺の学校」を模範
として、東京湾・しながわ水族館で魚・鳥などの
海の生態の観察や、非開催日におけるボート
レース平和島での子供用ゴムボート体験乗船
会等を実施。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

第145回水路記念日特別
展示

海上保安庁海洋情報部

9月上旬 ～
10月上旬
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

海図などの展示を行う。
海上保安庁海洋情報部海洋情報
部企画課
TEL:03-3595-3620
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○神奈川県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

ポスターの配布及び掲示
(公財)日本海事広報協会
【(公社)関東海事広報協
会】

6月下旬～
7月上旬

横浜市内
「海の日」ポスターを各機関で掲示するととも
に、(公社)関東海事広報協会を通じて、関係機
関・団体等に掲示を依頼する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

人と海のフォトコンテスト
第27回マリナーズ・アイ展

（一財）全日本海員福祉
センター

7月1日～
7日

横浜赤レンガ倉庫1
号館2階スペースA

「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点を展示す
る。

横浜赤レンガ倉庫1号館
TEL:045-211-1515
（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月1日～

31日
海上保安資料館横
浜館

１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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

港内清掃作業 （公社）川崎清港会 月間期間中 各埠頭及び港内
清掃船に月間の横断幕を張り、啓蒙活動を行
うとともに、川崎港内の各埠頭及び港内の清掃
活動を実施する。

（公社） 川崎清港会
TEL:044-299-3477

第29回横浜港ボート天国

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月3日
７月10日
８月14日

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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

表敬慰労訪船
関東海事広報協会横須
賀支部 ７月6日

横須賀港内停泊中
の船舶

横須賀港に入港・停泊中の船舶を訪船し、乗船
員の航海の労をねぎらう。

関東運輸局海事振興部旅客課
流石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

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
船員災害防止協会関東
支部
横浜地方海運組合
関東運輸局

７月８日
横浜市西区・赤門東
福寺

戦没・海難事故等で亡くなった横浜及びその周
辺地区出身等の船員の慰霊祭を実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n53ra@mlit.go.jp

アサリ「わくわく調査」
横浜港湾空港技術調査
事務所

7月予定
横浜港湾空港技術
調査事務所内「潮彩
の渚」

東京湾内のアサリがいつ、どんなところでわく
のか「潮彩の渚」での調査を通して、海に対す
る理解を広める。

横浜港湾空港技術調査事務所
TEL:045-461-3892

第53回関東地区中学生海
の絵画コンクール作品展

（公社）関東海事広報協
会

展示
7月16日～
8月10日～

横浜みなと博物館ロ
ビー及び横浜第2合
同庁舎１階ロビー

次代を担う中学生が海・港・船等を描くことで、
海に関心を高めてもらうため、関東地方及び山
梨県の中学生を対象にコンクールを実施し、優
秀作品を展示する。

(公社)関東海事広報協会
TEL:045-201-6575
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巡視船体験航海
関東海事広報協会横須
賀支部 ７月16日

横須賀港新港ふ頭
海事、海上交通安全ルール等の普及、啓蒙の
ため巡視船「あしたか」による体験航海を実施
する。

関東運輸局海事振興部旅客課
流石 TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

横浜スパークリングトワイ
ライト

横浜スパークリングトワ
イライト実行委員会

7月16日～
17日

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。（スパークリング花火、
スパークリングパレード、シップパレード、ス
パークリングステージライブ、海難レスキューデ
モ、トワイライトジュエリーポート、シーサイドレ
ストラン＆バー、PR・ファミリーコーナー）

横浜スパークリングトワイライト実
行委員会
TEL:045-681-2353

「横須賀うみかぜカーニバ
ル」市民乗船体験会

横須賀うみかぜカーニバ
ル委員会

7月16日～
17日

横須賀うみかぜ公
園前海域

横須賀の港における海洋レジャー振興を目的
とし、「海の日」を祝して、スーパーキッズボー
ト、水上オートバイ他の体験航海や海上保安庁
ブース展示や「たかとり」の放水訓練を実施す
る。

関東運輸局海事振興部旅客課
流石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

横須賀うみかぜカーニバ
ル2016

（公財）マリンスポーツ財
団

7月16日～
17日

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。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

海事振興パネル展
関東運輸局 7月16日～

9月22日
エスカル横浜

パネル展示などのPRを通じて、海事振興、海
事思想の普及に寄与する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

横浜研究所休日開館
（国研）海洋研究開発機
構

7月16日
(国研）海洋研究開
発機構横浜研究所

海洋研究開発機構横浜研究所にて展示館の
見学、セミナー、キッズイベントなどを実施。

(国研）海洋研究開発機構
TEL:045-778-5318

SAZANAMIコンサート 海の安全運動推進会議

7月17日
11:30～
17:00

14:00～
14:30

横浜・八景島シーパ
ラダイス

海上保安庁音楽隊による演奏。入場無料。
海上保安庁政策評価広報室
TEL:03-3591-6361（代表）

帆船「日本丸」の 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月18日 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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

帆船「日本丸」親子展帆 帆船日本丸記念財団 7月18日 帆船「日本丸」
帆船日本丸の大きな１枚の帆を親子・子供で展
帆を実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp
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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月18日
横浜港に停泊中の
船舶

「海の日」を祝して、7月18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
sasuga-n53ra@mlit.go.jp

　『船ってサイコ～ 2016』
自動車専用船＆客船「飛
鳥Ⅱ」等の一般公開及び
操船シミュレータ体験会

日本郵船㈱
（一社）日本船主協会

7月18日
横浜地区【大さん橋
ふ頭/新港ふ頭】

日本郵船㈱の自動車専用船＆客船「飛鳥Ⅱ」
の船内見学会及びタグボートの体験乗船会の
他、操船シミュレータ体験会を開催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

「氷川丸」の無料入館 日本郵船㈱・氷川丸 7月18日
横浜地区・山下公園
「氷川丸」

「海の日」の「氷川丸」の入館料を無料にする。
関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n53ra@mlit.go.jp

みうら・みさき海の駅フェス
タ2016

㈱三浦海業公社 7月18日
みうら・みさき海の
駅（三浦市）

みうら・みさき海の駅（うらり）において、体験乗
船会や海に親しむためのブース出展、うらりマ
ルシェプレオープンイベント、稚魚放流等を実
施する予定。同日に実施する【三浦半島「海の
駅」巡り】と連携して実施する。

三崎フィッシャリーナ・ウォーフ「う
らり」 TEL:046-881-6721

海の駅マリン体験会
三浦半島「海の駅」巡り
実行委員会

７月18日
こあじろ・シーボニア
マリーナ海の駅(リビ
エラリゾート）

カヤック体験、アクセスディンギー体験、らい
ちょうＳ（電気推進船）乗船体験、ミニ散歩ク
ルーズ等を実施する。同日に実施する【三浦半
島「海の駅」巡り】と連携して実施する。

関東運輸局海事振興部船舶産業
課 TEL:047-211-7223

三浦半島「海の駅」巡り
（第１弾）（第２弾）

三浦半島「海の駅」巡り
実行委員会

７月18日
9月4日

みうら・みさき海の
駅及びこあじろ・
シーボニアマリーナ
海の駅、みうら・みさ
き海の駅及びこあじ
ろ・シーボニアマリー
ナ海の駅

三浦半島に6か所ある「海の駅」の知名度と周
遊性向上を図るため、「海の駅」を利用した海
上交通と周辺地域の観光資源を結びつけ、陸
上からのアクセスを促すとともに、地域の活性
化を図り、新たな観光周遊ルートの創設を目指
す。

関東運輸局海事振興部船舶産業
課 TEL:047-211-7223

「海の日」の一般公開 東京湾海上交通センター
7月18日

10:00～15:00
東京湾海上交通セ
ンター

東京湾海上交通センターの一般公開。 東京湾海上交通センター
TEL:046-842-0118

　『船ってサイコ～ 2016』
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月18日 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
ガイダンスを開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/
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川崎港を見てみよう！ 外
国船見学会

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。

川崎市港湾局港湾振興部
TEL:044-200-3071

表敬慰労訪船

「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、横浜
船主会船員災害防止協
会、関東支部横浜地方
海運組合、(公社)関東海
事広報協会、関東運輸
局】

7月下旬
横浜港内停泊中の
船舶

横浜港に入港・停泊中の船舶を訪船し、乗船員
の航海の労をねぎらう。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

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月21日
７月28日

横浜港内一周及び
本牧日産専用ふ
頭、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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

夏休み川崎港見学会 （公社）川崎港振興協会
7月21日
7月28日
8月 4日

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

「海洋都市横浜うみ博
2016」（日本財団助成対象
事業）

「海洋都市横浜うみ協議
会」【構成団体：横浜市他
25団体（関東運輸局を含
む）＋１オブザーバー】

7月22日～23
日

横浜地区【大さん橋
国際客船ターミナ
ル】他サテライト会
場にて実施

多くの海洋に関する企業・団体が立地する横浜
の特徴を活かして産官学の連携推進のため設
立された協議会の存在を発信し、また、協議会
に参加する各会員の様々な取組み（教育・研
究・産業活動等）を発信するため、各企業・団
体の海洋への取組みを紹介するブース展示、
海洋関連企業等による海洋産業に関するシン
ポジウムを実施。市民・小中学生向けの教室を
開催するステージプログラム、特設エリアにお
いては海を味わうエリア・作業や体験を通じて
海を感じる子供が海を体験するエリア・映像を
通じて海を感じる映像エリアを設ける。また、海
洋への興味を引くプログラムとして船舶の展示
公開を実施。さらには、会員施設や同時期に開
催される会員の主催イベントを「サテライトイベ
ント会場」として周遊する取組みを実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

「海洋都市横浜うみ博
2016」
ブース展示

「海洋都市横浜うみ協議
会」【関東運輸局の存在
発信の取組み】

7月22日～
23日

横浜地区【大さん橋
国際客船ターミナ
ル】

関東運輸局の海事に関する様々な取組みを
ブース展示する。（パネル展示などのPRを通じ
て、海事振興、海事思想の普及に寄与する。）

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

26



「海洋都市横浜うみ博
2016」
ステージプログラム

「海洋都市横浜うみ協議
会」【関東運輸局の市民
向けステージプログラム】

7月22日～23
日

横浜地区【大さん橋
国際客船ターミナ
ル】

ステージイベントとして、女性船員による懇談会
「海の女子会」を開催する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

海洋都市横浜うみ博2016
「ブース展示」

横浜市、海洋都市横浜う
み協議会

7月22日～
23日

横浜市大さん橋大
ホール

海洋思想の普及を目的とした「うみ博」にブース
出展を予定。

（国研）海上・港湾・航空技術研究
所企画部広報
TEL:0422-41-3005

海洋都市横浜うみ博2016
「ブース展示」

海洋都市横浜うみ協議
会

7月22日～23
日

横浜大さん橋埠頭 ブース展示。
(独)海技教育機構
TEL:045-211-7314

「海の日」表彰式典
関東運輸局川崎海事事
務所 7月22日 川崎マリエン

ディンギーヨットレース/一般来場者向けクルー
ザーヨット体験乗船会/一般来場者向けアクセ
スディンギー体験乗船会を実施する。

関東運輸局川崎海事事務所
中川 TEL:044-266-3878

川崎港物故者顕彰碑霊前
祭

（一財）川崎港湾福利厚
生協会

7月22日 川崎マリエン
川崎港において物故された方々の霊前祭を執
り行う。

（一財） 川崎港湾福利厚生協会
TEL:044-288-5915

　『船ってサイコ～ 2016』
客船「にっぽん丸」出航見
送り＆船員との記念撮影
会

㈱商船三井
(一社）日本船主協会

7月22日 横浜大さん橋ふ頭
商船三井客船㈱の「にっぽん丸」出航見送りと
船員との記念撮影会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

海と空と港の研究所夏の
一般公開

国土技術政策総合研究
所(国総研)
港湾空港技術研究所（港
空研）

7月23日
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。

国総研TEL:046-844-5019
http://www.ysk.nilim.go.jp/
港空研TEL:046-844-5040
http://www.pari.go.jp/

東京湾クリーンアップ大作
戦“きれいな海をまもる船
大公開　in　横浜港”

関東地方整備局
第三管区海上保安本部
横浜市港湾局

7月23日 横浜港新港5号ふ頭
パネル展示、回収ごみ展示を通じ、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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

ガイドツアー
親子で帆船日本丸を探検
しよう！

帆船日本丸記念財団 7月23日 帆船「日本丸」
飯田キャプテンのスペシャル講座２０１６を実施
する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp
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親子の海図教室 帆船日本丸記念財団 7月23日 帆船「日本丸」
船の航海に欠かせない海の地図である海図に
ついて知り、親しむ、実物の海図を使ったワー
クショップを実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

船の重さを量ろう！
帆船日本丸記念財団 7月24日 帆船「日本丸」

飯田キャプテンのスペシャル講座２０１６を実施
する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

「関東海っ娘塾」（日本財
団助成対象事業）

「関東海っ子塾実行委員
会」【構成団体：関東運輸
局他10団体】

7月24日～
26日

横浜地区【見学施設
等：三菱みなとみら
い技術館、日本郵船
歴史博物館、日本
郵船氷川丸、ワール
ドポーターズイベント
ホール（講話）、横浜
みなと博物館＆帆
船日本丸、横浜海
上防災基地、マリン
シャトル（港内遊
覧）、ジャパン　マリ
ンユナイテッド（株）
横浜事業所磯子工
場（造船所）】

関東地方の海なし4県の子供達を日本有数の
貿易港である横浜港で、港の役割、海上貿易
を通じた世界との繋がりや海の仕事への理解
を深め、海の素晴らしさ、船の大きさを実感す
るプログラムを提供するため、栃木・群馬・埼
玉・山梨県のガールスカウト所属の小・中・高校
生の子供達を横浜地区へ招待し、海事関係施
設の見学、女性船員による海の仕事の講話、
旅客航路事業関係者によるクルーズ客船の楽
しさの紹介や、港内遊覧船による横浜港の紹
介、着岸中の外航大型旅客船の大きさを実感
してもらう等、種々の取組みを実施する。（参加
予定者：各県40名×4県＝160名）

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

夏休み海洋環境教室 （公社）川崎港振興協会 7月25日 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

夏休みキッズ実験ひろば
（国研）海洋研究開発機
構

7月26日
(国研）海洋研究開
発機構横浜研究所

海洋研究開発機構横浜研究所にて、海洋に関
するサイエンスショーや工作などを実施。

(国研）海洋研究開発機構
TEL:046-867-9649

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月26日～28
日

7月30日

各種競技
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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

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月27日
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。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp
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「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【（公社）関東海
事広報協会・関東運輸
局】

7月28日
13:30～
15:00

横浜港内
乗船見学会を行うことで、祝日「海の日」の意義
を薄れさせることなく、海・港・船のことに関心を
深めていただく行事。（募集50組150名）

関東運輸局海事振興部旅客課
流石TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

東京湾フェリー無料体験
乗船会

全日本海員組合関東地
方支部

7月28日
久里浜～東京湾～
久里浜

小中学生を対象として、湾内小クルーズを通じ
て広く海に興味をもってもらうとともに、船員を
志す心を育み、将来の労働力確保の一端とな
るよう無料体験乗船会を行う。

関東運輸局海事振興部旅客課
流石 TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

高学年海洋教室 帆船日本丸記念財団 7月28日 帆船「日本丸」
船内見学・甲板みがき・カッター訓練・ロープ
ワークなどに挑戦する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

ソーラーで動く船をつくる
工作教室

帆船日本丸記念財団 7月29日 帆船「日本丸」
クリーンエネルギーのソーラー（太陽電池）を動
力源にした船の模型を作り船に親しむ。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

「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月29日
14:00～
15:00

横浜市開港記念会
館

「海の日」にあたり、海事、港湾、空港及び海上
保安関係功労者に対し、関東運輸局長、関東
地方整備局長、第三管区海上保安本部長表彰
を行うとともに、国土交通大臣及び海上保安庁
長官の表彰状を伝達する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

横浜港国際船員スポーツ
大会「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月30日
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・親睦を図る。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

ポンポン船をつくる工作教
室

帆船日本丸記念財団 7月31日 帆船「日本丸」
蒸気の力で動くポンポン船の模型を作り、走ら
せて蒸気の動きを知り船に親しむ。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

小田原みなとまつり
小田原市

8月7日
10:00～
16:00

小田原漁港 海上保安庁ブース出展・巡視艇体験航海。 小田原市 TEL:0465-22-9227
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「海洋都市横浜うみ博
2016」
サテライトイベント

「海洋都市横浜うみ協議
会」【関東運輸局主催の
サテライトイベント】

8月13日～14
日

横浜地区【横浜港・
横浜みなと博物館】

教育関係者及び一般市民を対象として船上か
らの港内情景・施設を説明する船上講座を実
施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

お天気フェア
横浜市教育委員会
横浜地方気象台【「子供
アドベンチャー」の一協力
機関として参加】

８月17日
８月18日

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
象や地震等の実験を行う。また、露場（観測施
設）及び観測予報作業室の見学、震度計の展
示・説明、パネル展示・説明、パンフレットの配
布などを実施する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n55ra@mlit.go.jp

夏休み工作教室 （公社）川崎港振興協会
8月20日～

21日
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

　『船ってサイコ～ 2016』
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
貨物輸送㈱
（一社）日本船主協会

8月25日 横浜港
NYKバルク・プロジェクト貨物輸送㈱の多目的
貨物船の見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

海の絵画コンクール作品
展

関東海事広報協会横須
賀支部

表彰式
10月6日

作品展示10
月１１日～10

月14日

表彰式：ベルク横須
賀、作品展示：横須
賀市役所本庁舎1階
展示コーナー

次代を担う中学生が海・港・船等を描くことで、
海に関心を高めてもらうため、横須賀地区の中
学生を対象にコンクールを実施し、優秀作品を
展示する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

東京湾大感謝祭2016
東京湾大感謝祭実行委
員会

10月21日～
23日

横浜赤レンガ倉庫
周辺

東京湾の環境を考え、マリンレジャーの普及を
目的としてイベントや海図の展示等を開催す
る。

海上保安庁海洋情報部環境調査
課　TEL:03-3595-3609
(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
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○埼玉県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

戸田ボートレース場少年
少女サマーフェステバル
2016（日本財団助成事業）

戸田モーターボート競走
場関係団体協議会

7月26日
荒川・戸田ボート
レース場

ゴムボート試乗会、模型モーターボート協議
会、科学体験コーナー、水質浄化の環境教室、
荒川本流における屋形船体験乗船等を実施す
る。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

○千葉県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の月間」字幕の掲出

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 期間中、字幕を各事業所において掲出する。
千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151

南極観測船「SHIRASE」の
無料公開

（一社）WIN気象文化創
造センター

7月18日 船橋地区岸壁
「海の日」に南極観測船「SHIRASE」の入館料を
無料にする。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

汽笛の一斉吹鳴
銚子地区海の月間実
行委員会

7月18日
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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

犬吠埼灯台特別公開 銚子海上保安部 7月18日 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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

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月18日
正午

千葉港
木更津港

海の日正午に千葉港、木更津港に停泊する船
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

「海の日」表彰式典 銚子海上保安部 7月下旬予定 銚子港湾合同庁舎
「海の日」にあたり、海上保安業務関係功労者
に対し表彰状の伝達式を行う。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島海
事事務所 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

「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月28日
午後

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。

千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
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月28日 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
拡大効果期待する。

千葉港湾事務所
TEL:043-243-9172
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お天気フェア開催 銚子地方気象台 7月30日 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を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島海
事事務所 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

たてやま海まちフェスタ20
１6

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月30日

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
TEL:0470-22-3606

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月31日
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）
を実施する。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

献血運動
千葉地区海の月間行事
実行委員会

8月1日
関東運輸局千葉運
輸支局

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

関東運輸局千葉運輸支局

練習船「大成丸」乗船見学
及び海洋教室（日本財団
助成対象事業）

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月5日～
7日

千葉中央埠頭Ｉバー
ス

8月5日練習船「大成丸」千葉港入港の歓迎式、
及び期間中において大成丸での海洋教室を開
催する。

千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151

千葉海上保安部講習会及
び巡視船見学（日本財団
助成対象事業）

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月6日～
7日

千葉みなと旅客船
桟橋

巡視船見学及び講習会を行う。
千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151

遊覧船による千葉港周遊
（日本財団助成対象事業）

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月6日～
7日

千葉みなと旅客船
桟橋

千葉港内周遊市民乗船体験を行う。
千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151

千葉ポートタワーから千葉
港の見学会（日本財団助
成対象事業）

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月6日～
7日

千葉ポートタワー
希望者に入場料金半額補助により千葉港を見
学してもらう。

千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151

チャレンジング
SHIRASE2016（第3回：
テーマ「海象」）

（一社）WIN気象文化創
造センター
後援：関東運輸局、船橋
市他

8月6日～
7日 幕張メッセ（そら博）

“Lead to 2020”と題し、未来の子供達に向けた
東京オリンピックへの希望と挑戦をテーマに世
界で活躍したスーパーパーソンを呼んでのお話
や特別イベントを開催する。

関東運輸局海事振興部旅客課 流
石 TEL:045-211-7214
sasuga-n54ra@mlit.go.jp

冷蔵倉庫見学及び体験
（日本財団助成対象事業）

千葉地区海の月間活性
化検討委員会

8月7日
午前

(株)ニューポート産
業

マイナス30度の冷蔵倉庫内体験や冷凍品の物
流のシステム講習を行う。

千葉地区海の月間活性化検討委
員会　高橋事務局長
TEL:043-248-1151
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海浜の清掃作業 銚子市漁業協同組合 8月下旬予定 銚子漁協
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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

○茨城県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

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　田口
TEL:0294-52-4000

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

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

港内清掃
大洗港海の月間実行委
員会

7月3日
大洗サンビーチ、
漁港区他

大洗サンビーチ、漁港区等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 井上
TEL029-267-2700

訪船慰問
大洗港海の月間実行委
員会

7月中
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
へ訪船慰問する。

茨城県茨城港湾事務所大洗港区
事業所港営課 井上
TEL029-267-2700

艦艇公開
大洗港海の月間実行委
員会

7月9日～
10日

大洗港第4埠頭
護衛艦「ちくま」、巡視艇「あかぎ」、「さんふらわ
あ　未定」の一般公開を行う。

茨城県茨城港湾事務所大洗港区
事業所港営課 井上
TEL029-267-2700

漁業体験
大洗港海の月間実行委
員会

7～10月
漁港区
大洗港区沖

一般公募による漁業体験を実施
茨城県茨城港湾事務所大洗港区
事業所港営課 井上
TEL029-267-2700

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
ルーズに協賛参画する。

茨城県茨城港湾事務所大洗港区
事業所港営課 笠掛
 TEL029-267-2700

大洗「海の月間」
大洗町（大洗港区事業
所）

7月9日 大洗港第4埠頭
巡視船一般公開、イベントブース(写真展示・制
服試着・学生募集等)。

茨城海上保安部
TEL:029-263-4118

水難事故防止キャンペー
ン

茨城海上保安部 7月12日 JR水戸駅
夏のマリンレジャーシーズンを迎え、海での水
難事故防止を市民に呼びかける。

茨城海上保安部
TEL:029-263-4118
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親子体験航海
鹿島港海の月間実行委
員会

7月16日～8
月28日まで
の土日祝日

鹿島港
鹿島埠頭（株）の遊覧船「ユーリカ」での鹿島港
遊覧を行う。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島海
事事務所 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

巡視船による住民体験航
海

鹿島港海の月間実行委
員会

7月18日 鹿島港
鹿嶋市民及び神栖市民を対象に、巡視船「ひ
たち」による港内の体験航海を実施する。

関東運輸局茨城運輸支局鹿島海
事事務所 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

鹿島港魚釣園の無料開放
鹿島港海の月間実行委
員会

7月18日 鹿島港 「海の日」を祝い、魚釣園を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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

汽笛の一斉吹鳴
鹿島港海の月間実行委
員会

7月18日 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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

訪船活動
鹿島港海の月間実行委
員会

7月18日 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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

「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月22日 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　八ツ星
TEL:029-247-5348
yatsuboshi-s55bi@mlit.go.jp

「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月26日
鹿島セントラルホテ
ル

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
拡大効果期待する。

鹿島港湾・空港整備事務所
TEL:0299-84-7711

大洗海上花火大会
大洗港海の月間実行委
員会

7月30日 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
花火大会に協賛参画する。

茨城県茨城港湾事務所大洗港区
事業所港営課 笠掛
TEL029-267-2700
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日立灯台一般公開 茨城海上保安部 7月31日
日立灯台（日立市古
房地公園内）

日立灯台の一般公開。
（日立港まつりに合わせ開催）

茨城海上保安部
TEL:029-263-4118

日立港まつり
日立港海の月間実行委
員会

7月31日 ２埠頭他
日立港まつり（花火大会、御輿等）に協賛参画
する。

茨城県茨城港湾事務所　日立港
区事業所　田口　0294-52-4000

港内清掃
日立港海の月間実行委
員会

8月1日 日立港区内全区域 日立港区内の清掃を行う。
茨城県茨城港湾事務所　日立港
区事業所　田口　0294-52-4000

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 巣籠
TEL:0299-92-2604
sugomori-e55m3@mlit.go.jp

○静岡県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国ビーチウォーク&ク
リーンアップ大作戦

田子の浦地区まちづくり
協議会

7月10日
静岡県田子の浦港
みなと公園

「全国ビーチウォーク&クリーンアップ大作戦」
の冠を付して実施される海岸清掃活動の実
施。

田子の浦地区まちづくり協議会
TEL:0545-63-5209

マリンフェスタin伊東マリン
タウン2016

下田海上保安部伊東マ
リンパトロールステーショ
ン

7月10日
静岡県伊東マリンタ
ウン

海上保安庁業務紹介コーナー、ミニ制服試着
コーナー等。

下田海上保安部伊東マリンパト
ロールステーション
TEL:0557-35-3085

全国ビーチウォーク&ク
リーンアップ大作戦

伊東港連絡協議会 7月15日 静岡県伊東港
「全国ビーチウォーク&クリーンアップ大作戦」
の冠を付して実施される海岸清掃活動の実
施。

伊東港連絡協議会
TEL:0557-32-1781

第32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月17日
静岡市清水港日の
出ふ頭

レガッタ競漕、ヨット体験乗船。
http://s.maho.jp/homepsge/86
e6faa413fa467e/

御前埼灯台特別公開 清水海上保安部交通課
7月18日

9:00～14:00
御前埼灯台 御前埼灯台の特別公開。

清水海上保安部交通課
TEL:054-355-0225

平成28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月21日

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を実施する。
中部運輸局静岡運輸支局運航課
TEL:054-352-0175
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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月22日
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を行う。
中部運輸局下田海事事務所
TEL:0558-22-0843

マリンフェスタ下田2016
まちおこしカジキサポート
クラブ
下田海上保安部管理課

7月22日～
24日

静岡県下田港
巡視船一般公開、海上保安庁業務紹介コー
ナー、ミニ制服試着コーナー等。

下田海上保安部管理課
TEL:0558-23-0118

マリンフェスタ・アタミ2016
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月24日
静岡県
熱海市親水公園

巡視船一般公開、海上保安庁業務紹介コー
ナー、ミニ制服試着コーナー等。

下田海上保安部管理課
TEL:0558-23-0118

清水みなと祭り
清水みなと祭り実行委員
会
静岡市

8月6日
10:00～
16:00

清水港 海上保安庁業務紹介、資機材の展示。

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

石廊埼灯台一般公開 下田海上保安部交通課  11月3日　　
静岡県賀茂郡南伊
豆町

海上保安庁業務紹介コーナー、ミニ制服試着
コーナー等。

下田海上保安部交通課
TEL:0558-23-0145

＜北陸信越地区＞
○新潟県

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

佐渡汽船（株）、北陸信
越旅客船協会

6月25日
7月9日
7月23日

7月31日（※8
月以降も、10
月まで実施）

新潟～両津

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船など）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き船への理解を深め
て頂く。

佐渡汽船（株）
TEL:025-245-6122
北陸信越旅客船協会
TEL:025-245-3455

新潟みなと水遊記2016

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　企画調
整課内）

7月1日～
9月30日

新潟西港周辺（信濃
川・萬代橋サンセッ
トカフェ・新潟西海岸
周辺エリア）

「みなとまち新潟」をちょっとしたバカンス気分で
楽しめる空間に解放し、様々なイベントを開催
する。港の解放された空間の中、夕日をロケー
ションにカフェを楽しむ「萬代橋サンセットカ
フェ」や、大型ヨットで港から街並みを楽しむ「ク
ルーザーヨット体験」、流木行灯や竹キャンドル
等の幻想的な空間でお月見を楽しむ「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・空港整備事務所企画調整課
内）
TEL:025-222-6111（担当:村山・古
澤）

安全・衛生訪船指導
船員災害防止協会北陸
信越支部

7月1日～
31日

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
（担当:江口）
ＴＥＬ:025-245-3555
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海にひろがる夢・みらい
「海の月間」パネル展

北陸信越運輸局海事部
7月7日～
8月2日

新潟市中央図書館
「ほんぽーと」エント
ランス

北陸信越運輸局、北陸地方整備局、第九管区
海上保安部がタイアップし、「港湾」「船」「海上
安全」関係のポスターを一同に掲示すること
で、「海」の一体感を演出し、海への興味・関心
を高めてもらう。

北陸信越運輸局海事部
TEL025-285-9156

海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

奥只見観光（奥只見湖遊
覧船）
北陸信越旅客船協会

7月18日 奥只見湖周遊

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船等）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き、船への理解を深
めて頂く。

奥只見観光（奥只見湖遊覧船）
TEL025-795-2750
北陸信越旅客船協会
TEL025-245-3455

乗船ウォッチング
（公社）北陸信越海事広
報協会 7月18日

新潟→両津（カー
フェリー）、両津→新
潟（ジェットフォイル）

新潟市内の小学生を対象に、新潟～両津往
復、親子約120名（小学生50名）を公募し、新潟
発は佐渡汽船（株）所有の大型旅客カーフェ
リー、両津発はジェットフォイルにおいて、海洋
環境クイズ、ブリッジ見学、ロープワーク等の体
験学習会を実施する。（予約制）

（公社）北陸信越海事広報協会
TEL:025-247-4799（担当:大井戸）

訪船慰問
（公社）北陸信越海事広
報協会

7月18日
9:00～

新潟西港（万代島埠
頭）

新潟発両津行きのカーフェリーの船長に対し、
記念品を贈呈して日頃の苦労をねぎらい、激励
する。

（公社）北陸信越海事広報協会
TEL:025-247-4799（担当:大井戸）

在港船舶による汽笛一声
吹鳴

佐渡汽船（株）他
7月18日

12:00

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
舶に対して協力要請を行い、正午を期して汽笛
の一斉吹鳴（１０秒～３０秒の長音１回）を実施
する。

北陸信越運輸局海事部
TEL025-285-9156

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

①7月18日
②7月18日・8
月21日
③8月21日

①山ノ下船江町海
岸、松浜海岸
②瀬波海岸
③村上市岩船海水
浴場

海水浴シーズン及びシーズン終了後にあわ
せ、村上市大字瀬波区会及び岩船地区区長
会、新潟市下山地区育成協議会、浜松自治振
興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
TEL:025-247-4799（担当:大井戸）

聖籠マリンフェスタ～聖籠
海まつり～2016

聖籠マリンフェスタ実行
委員会

7月１8日
9:00～18:00

聖籠町海のにぎわ
い館及びその周辺

海洋レクレーション交流会拠点施設「聖籠町海
のにぎわい館」を中心に、町の新たな賑わいの
核の形成を図ることを目的に、町内外の方々を
対象として海に関するイベント（釣船クルージン
グ体験、地引網体験、船釣り体験、セーリング
大型外洋艇体験、バナナボート体験、砂浜宝
探し大会、ジェットスキー乗船体験、ビーチサン
ダル跳ばし大会、こどもアトラクションコーナー、
グルメ屋台村等）を開催し、聖籠町の新たな賑
わいの核の形成（地域活性化・交流人口の拡
大等）を図る

聖籠町東港振興室（担当:渡邊）
TEL:0254-27-2111
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平成28年度海事関係功労
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月20日
10:30～

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
て、北陸信越運輸局・北陸地方整備局・第九管
区海上保安部・新潟海上保安部の四官署共催
による海事関係功労者表彰式典を行う。

北陸信越運輸局
TEL:025-285-9156
北陸地方整備局
TEL:025-280-8760
第九管区海上保安本部
TEL:025-285-0118
新潟海上保安部
TEL025-247-0137

夏休みお天気・防災フェア
2016年

新潟地方気象台
7月23日

10:00～15:30
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
ル展示を行う。

新潟地方気象台（担当:小谷内、
中村） TEL:025-281-5878

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月26日～
31日

新潟県立自然科学
館

海図及び３Ｄ海底地形図等の展示を行う。
第九管区海上保安本部海洋情報
部 TEL:025-285-0118（担当:渡
邊）

2016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）

7月28日
9:30～15:00

柏崎マリーナ（かし
わざき海の駅）

体験乗船会を実施し、柏崎の海の魅力を広く周
知するとともに、「海の月間」行事としてマリンレ
ジャーの普及と青少年健全育成及び地域の活
性化を図る。

新潟県柏崎マリーナ
TEL:0257-21-1255

第9回ビーチライフＩＮ新潟
ビーチライフＩＮ新潟実行
委員会 7月31日 新潟港西海岸

日本海沿岸の砂浜海岸でも四季を通じて楽し
むことができる事をＰＲするため、平成19年より
開催。ビーチスポーツ（バレー・サッカー・相撲）
や遊び（ビーチサンダル跳ばし・ビーチフラッグ
ス・アサリ採り・スイカ割り・貝殻工作等）、コン
サート、水上バイクやモーターボートの操船体
験などを通じて、砂浜海岸をレクレーション活動
の一つの場として活用頂き、新潟港西海岸が
新潟市民の心の故郷となるよう、そしてさらに
愛される海岸になることを目指す。

（一社）新潟港振興協会（担当:苅
部） TEL:025-225-5851

角田岬灯台の一般公開 新潟海上保安部交通部
7月31日

10:00～15:00
角田岬灯台

灯台内公開、灯台パネル展、ペーパークラフト
展等を行う。

新潟海上保安部交通部（担当:伊
藤） TEL:025-244-1008

実習船「海洋丸」体験ク
ルージング

新潟県立海洋高校
①7月31日
②8月20日
③8月21日

①能生漁港発着
②両津行発着
③新潟港発着

実習船「海洋丸」体験クルージングを行う。昼食
に海洋丸特製ランチが食べられます。（要事前
申し込み）

新潟県立海洋高校
TEL025-566-3155
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○富山県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

在港船舶による汽笛一声
吹鳴

北陸信越運輸局富山運
輸支局

7月18日 伏木富山港
伏木富山港に停泊中の全船舶に対して協力要
請を行い、正午を期して汽笛の一斉吹鳴（１０
秒～３０秒の長音１回）を実施する。

北陸信越運輸局富山運輸支局 Ｔ
ＥＬ:0766-44-1367

乗船ウォッチング
(公社)北陸信越海事広報
協会

7月18日 黒部湖

小学生及び保護者の約６０名（小学生児童約３
０名）を対象とした体験学習会、１日船長体験を
開催し、「海の日」の意義の周知と海事への理
解が深まるように努める。

(公社)北陸信越海事広報協会（担
当:大井戸）
TEL025-247-4799

海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

（株）関電アメニックスくろ
よん観光事業部、
北陸信越旅客船協会

7月18日 黒部湖

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船等）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き、船への理解を深
めて頂く。

（株）関電アメニックスくろよん観光
事業部
TEL080-1140-5641
北陸信越旅客船協会
TEL025-245-3455

平成28年度「海の日」式典
北陸信越運輸局富山運
輸支局
伏木海上保安部

7月20日
16:00～

富山第一ホテル

海事関係各分野において功労顕著な方に対し
て、富山運輸支局・伏木海上保安部の二官署
共催による海事関係功労者表彰式並びに富山
県海事広報協会・富山県海の日協賛会の共催
による中学生海の絵画コンクール表彰式を行
う。

北陸信越運輸局富山運輸支局
（担当:清水)
ＴＥＬ:0766-44-1367
伏木海上保安部（担当:上野）
TEL:0766-44-0197

第53回富山県中学生海の
絵画コンクール

富山県海の日協賛会

①7月28日～
8月11日
②8月15日～
21日
③8月23日～
9月4日

①海王丸パーク
②高岡文化ホール
③富山県教育記念
館

コンクール入選作品の展示を行う。
富山県海の日協賛会（伏木海陸
運送株式会総務課内、担当:堀）
TEL:0766-45-1120

トトタベローネ

ひみ漁業交流館魚々座
北陸信越運輸局富山運
輸支局
北陸信越運輸局海事部
伏木海上保安部

7月31日
ひみ漁業交流館
魚々座（ととざ）

①「マナボーネ！」海洋研究開発機構
(JAMSTEC)海洋工学センターの牧哲司氏（元し
んかい6500パイロット、富山県出身）による小
中学生及び保護者を対象とした講演「「しんか
い」の世界を観てみよう！～「しんかい６５００」
と海洋調査～」や圧力実験装置による実演を
通して海への関心を喚起する。
②「マモローネ！富山の海（出店ブース）」小中
学生及び保護者などを対象とした3Ｄ海底地形
図やロープの結索体験の他、潜水用資機材や
海上保安業務紹介用パネルを展示し、海上保
安思想の理解を図る。

①については、
ひみ漁港交流館魚々座
TEL0766-74-8018
北陸信越運輸局富山運輸支局
TEL0766-44-1367
北陸信越運輸局海事部
TEL025-285-9156
②については、
ひみ漁港交流館魚々座
TEL0766-74-8018
伏木海上保安部
TEL0766-44-0197
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○石川県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

港フェスタ金沢2016
港フェスタ金沢2016実行
委員会

7月16日
金沢港無量寺埠頭
及び戸水埠頭周辺

海上祈願祭、巡視船による体験航海、船舶に
よる港内乗船見学、海上自衛隊練習船の一般
公開等を行う。

港フェスタ金沢2016実行委員会
ＴＥＬ:076-263-3710

在港船舶による汽笛一声
吹鳴

北陸信越運輸局石川運
輸支局

7月18日
12:00

金沢港・七尾港
金沢港・七尾港に停泊中の全船舶に対して協
力要請を行い、正午を期して汽笛の一声吹鳴
（１０秒～３０秒の長音１回）を実施する。

北陸信越運輸局石川運輸支局
（担当:泉）
TEL:0767-53-1120

「海の日」記念式典・海上
安全祈願祭

七尾港整備･振興促進協
議会

7月18日 七尾マリンパーク
海事関係に功労のあった方々に対する表彰式
典及び港のさらなる発展と船舶の安全運航を
願い海上安全祈願祭を行う。

七尾港整備･振興促進協議会(事
務局:七尾市産業部産業振興課)
 ＴＥＬ:0767-53-8565

海事関係功労者表彰式

北陸信越運輸局石川運
輸支局
金沢海上保安部
七尾海上保安部

7月22日
14:30～

能登食祭市場

海事関係各分野において功労顕著な方に対し
て、石川運輸支局・金沢海上保安部・七尾海上
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。

北陸信越運輸局石川運輸支局
（担当:泉）
TEL:0767-53-1120
金沢海上保安部長表彰関係
ＴＥＬ:076-266-6118
七尾海上保安部長表彰関係
TEL:0767-52-9118

○長野県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

乗船ウォッチング
（公社）北陸信越海事広
報協会

7月16日～
18日

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の
親子約900名（小学生児童約300名）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に努める。

（公社）北陸信越海事広報協会
TEL:025－247－4799（担当:大井
戸）

乗船ウォッチング
（公社）北陸信越海事広
報協会 7月18日 諏訪湖

日頃、海や船舶に接する機会の少ない、長野
県内陸部とその周辺の小学生及び保護者の親
子約1000名（小学生児童約500名）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に努める。

（公社）北陸信越海事広報協会
TEL:025－247－4798（担当:大井
戸）

海の日　小学生運賃無料
キャンペーン

野尻湖定期船会社
北陸信越旅客船協会

7月18日～20
日

野尻湖一周

子供たちに、普段はあまりなじみのない国内の
旅客船（フェリー、遊覧船等）への乗船機会を
提供し、船旅を体験して頂き、船への理解を深
めて頂く。

野尻湖定期船会社
TEL026-258-2505
北陸信越旅客船協会
TEL025-245-3455
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＜中部地区＞
○愛知県

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

体験乗船会
(一財)日本海洋レジャー
安全・振興協会

7月～8月
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

海事関係功労者表彰式 中部運輸局等 7月7日
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を行う。
中部運輸局海事振興部旅客課
TEL:052-952-8013

全国ビーチウォーク&ク
リーンアップ大作戦

「海の日」ビーチウォーク
&クリーンアップ実行委員
会

7月10日
名古屋港ガーデン
埠頭周辺

「全国ビーチウォーク&クリーンアップ大作戦」
の冠を付して実施される海岸清掃活動の実
施。

「海の日」ビーチウォーク&クリーン
アップ実行委員会
TEL:052-652-4039（中部海事広
報協会）

企画展示「海のしごと～す
ごいよ！ 船員さんのひみ
つ～」

名古屋海洋博物館
（公財）日本海事センター
海事図書館

7月16日～
9月4日

名古屋海洋博物館
船員の仕事や船員になるための方法、最新の
環境対応船の建造などを分かりやすくパネル
で解説する。

(公財）日本海事センター海事図書
館 TEL:03-3263-9422

「海の日」汽笛一斉吹鳴 中部運輸局
　7月18日

正午
名古屋港、衣浦港
等

在港船舶による汽笛の一斉吹鳴を行う。
中部運輸局海事振興部旅客課
TEL:052-952-8013

第70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月18日
名古屋港ガーデン
ふ頭

花火大会や筏師一本乗り大会他を開催する。

海の日名古屋みなと祭協賛会事
務局
TEL:052-654-7894
http://www.nagoya-port-
festival.com/index.html

　『船ってサイコ～ 2016』
自動車専用船見学会

川崎汽船㈱
（一社）日本船主協会

7月19日 豊橋市
小学生を対象に川崎汽船㈱の自動車専用船
の見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

　『船ってサイコ～ 2016』
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
貨物輸送㈱
（一社）日本船主協会

7月20日 名古屋港
NYKバルク・プロジェクト貨物輸送㈱の多目的
貨物船の見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

「海の日」記念式典
中部運輸局
第四管区海上保安本部
中部地方整備局

7月20日
穂の国とよはし芸術
劇場PLAT

海事関係功労者表彰式を開催する。
中部地方整備局港湾空港部 総務
室 TEL:052-209-6310
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衣浦みなとまつり
衣浦みなとまつり実行委
員会

7月23日 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。

碧南市建設部土木課
TEL:0566-41-3311

蒲郡まつり 蒲郡まつり実行委員会
7月30日～

31日
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

海上保安庁のしごと 半田市立図書館
8月13日
10:30～
12:00

愛知県半田市立図
書館

対象:小学生以上50名募集予定。海上保安庁
の仕事内容等について説明。

半田市立図書館
TEL:0569-23-7171

蒲郡開港50周年記念事業
蒲郡開港50周年記念
事業実行委員会

9月～10月頃 蒲郡市
蒲郡開港50周年を記念し、各種イベントを
開催するもの。

蒲郡開港50周年記念事業実行委
員会
TEL:0533-66-1152

○三重県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月20日 四日市商工会議所 海事功労の顕著な者に対する表彰式を行う。
三重運輸支局
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月20日
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を行う。
三重運輸支局鳥羽海事事務所
TEL:0599-25-4790

第57回パールレース 外洋東海
7月29日～

31日
三重県五ケ所湾/神
奈川県江の島

太平洋を行く外洋ヨットレースを行う。

外洋東海
TEL:052-971-5835
http://www.tosc.jp/
外洋湘南

四日市港まつり
四日市港まつり実行委員
会

8月7日 四日市港ポートビル
（予定）

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できるイベント。

四日市港管理組合経営企画部振
興課
TEL:059-366-7022
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○福井県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

全国ビーチウォーク&ク
リーンアップ大作戦

気比の松原海岸を愛す
る会

7月中旬
福井県気比の松原
海岸

「全国ビーチウォーク&クリーンアップ大作戦」
の冠を付して実施される海岸清掃活動の実
施。

気比の松原海岸を愛する会
TEL:0770-23-8990

海事関係功労者表彰式
中部運輸局福井運輸支
局等

7月21日 ニューサンピア敦賀 海事功労の顕著な者に対する表彰式を行う。
中部運輸局福井運輸支局等
TEL:0770-22-0003

＜近畿・神戸地区＞
○大阪府

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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

①5月29日
②6月3日
③6月26日
④7月3日

①堺泉北港泉大津
地区
②堺2区海とのふれ
あい広場付近
③岸和田市地蔵浜
町等、貝塚市二色
の浜海岸
④阪南港阪南3区

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

深日港フェスティバル 岬町まちづくり戦略室 6月26日 深日港
地域の活性化への起爆剤となるよう深日港を
中心にイベントを開催する。

大阪府港湾協会
TEL:0725-21-7203

第23回港湾美化啓発活動 岸和田港振興協会 6月26日
浜工業公園～阪南
１区、阪南2区

港湾施設の美化清掃を行う。
岸和田港振興協会
TEL:072-423-9618

無料健康相談
大阪掖済会病院地域連
携室・医事課

7月1日～
31日

（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｡

(一社)日本海員掖済会大阪掖済
会病院
TEL:06-6581-2881

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月1日～
31日

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

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
に協賛し開催する。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

大阪港開港150周年記念
行事

主催：大阪市港湾局
共催：全日本海員組合大
阪支部

未定 未定
大阪港開港150年に向けて行われる各種記念
行事について、大阪市港湾局に協力し開催す
る。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

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月3日

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
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「海学び舎」あらかると啓
発事業

「海学び舎」あらかると啓
発事業実行委員会（事務
局:(公財)関西交通経済
研究センター）

7月7日
大阪港舞洲、南港
フェリーターミナル及
び港内

・海､船のお話会と海の環境学習や体験乗船見
学会の開催①港内係留大型新造フェリーの船
内体験見学②海や船のお話セミナーの実施と
海遊館での生物観察③海洋性等ゴミの処分状
況を知る処分場学
・参加者による「海学び舎絵手紙等」の作成及
び表彰並びに展示会を開催する。

(公社）大阪港振興協会
TEL:06-6575-9575

無料健康講座
大阪掖済会病院地域連
携室

7月9日
10:00～

12:00(予定)
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

第38回海の写真コンクー
ル

（公社）近畿海事広報協
会

7月10日～
8月10日

10月15日～
11月30日

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、
全国各地の一般市民から海に関する写真を募
集し（募集は4月から6月15日まで）、入選作品
40点を決定し表彰するとともに、入選作品の展
示会を開催する。（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

大阪港カッターレース 大阪市港湾局 海務担当
7月10日 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
TEL:06-6615-7764

第50回全国中学生海の作
文コンクール

（公社）近畿海事広報協
会

7月10日
～11月30日

(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する。
（募集は4月から）

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387

第53回全国中学生海の絵
画コンクール作品展示

（公社）近畿海事広報協
会

7月10日
～8月10日

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（募集は4月から6月15日まで）、入選作
品40点を決定し表彰するとともに、上位入選作
品の展示会を開催する。（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

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月13日
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
TEL:0725-21-7203

大阪港港湾功労者表彰式 大阪市港湾局総務担当 7月15日

市長公室（大阪市役
所本庁舎５階）
※状況により場所変
更の可能性あり

多年海事業務に従事し、功労顕著な港湾労働
者に対する表彰式を行う。

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7764

汽笛の一斉吹鳴 近畿運輸局 7月18日
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
斉吹鳴を行う。

近畿運輸局海事振興部旅客課
TEL:06-6949-6416
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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月19日 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

平成28年「海の日」祝賀会
（公社）近畿海事広報協
会 7月19日

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
会を開催する。

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387

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
する。

大阪倉庫協会
TEL:06-6541-8505

みさきの海の環境教室 岬まちまちづくり戦略室
7月下旬～8

月上旬
大阪府岬町長松自
然海浜

大阪府で唯一の自然海岸である長松自然海岸
で海の生物の観察、大阪湾から流れつくごみ
の分析、水質調査を通じて、大阪湾の海の環
境を学習する。

大阪府港湾協会
TEL:0725-21-7203

海上安全祈願祭 大阪船主会 7月21日 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

大阪湾クルーズ 大阪市港湾局 振興担当
7月23日

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を
実施する。(一般公募・抽選)

大阪市港湾局
TEL:06-6615-7764

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

①7月23日
②8月21日

③8月27日～
8月28日
④9月3日

⑤9月10日～
9月11日

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賑わ
いづくり及びＰＲ活動を実施する。

大阪府港湾局
TEL:0725-21-7203

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月27日
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、ボウリング大会を実施。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

海上安全祈願祭 岸和田港振興協会 7月30日 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64回岸和田港まつり花
火大会

岸和田港振興協会 7月30日 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

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す
る。

(公社)近畿海事広報協会
TEL:06-6573-6387
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夏休みこどもクルーズツ
アー

岬まちまちづくり戦略室 8月4日 大阪湾
次世代を担う子供たちに海への関心や興味を
持ってもらうことを目的に、「うずしお観光船日
本丸」に乗って大阪湾をクルーズする。

大阪府港湾協会
TEL:0725-21-7203

巡視船体験航海 岸和田港振興協会 8月6日
阪南港阪南４区
新貝塚埠頭

体験航海を通じて海の安全を考える。
岸和田港振興協会
TEL:072-423-9618

体験航海行事
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
8月7日

第1部:10:00
～

阪南港阪南４区
新貝塚埠頭

海事思想の普及と港湾の振興発展に努めるた
め、海上保安庁から巡視船の派遣を受け、公
募による市民が午前と午後の２回に分けて乗
船する。

貝塚港振興協会
TEL:072-433-7246

マリンスポーツわいわい
フェス

岬まちまちづくり戦略室 8月21日
大阪府立青少年海
洋センター

クルーザー、カヌー、小型ヨットを体験すること
で、マリンスポーツの魅力を感じ、海を存分に
楽しんでもらう。

大阪府港湾協会
TEL:0725-21-7203

海員スポーツイベント（ゴ
ルフ）

全日本海員組合大阪支
部

9月頃 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、ボウリング大会を実施。

全日本海員組合大阪支部
TEL:06-6612-4300

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

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

○兵庫県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

マリンスポーツフェスティ
バル in あいおい

（公財）マリンスポーツ財
団

7月2日～
3日

兵庫県相生市　（相
生湾:ペーロン城前）

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッ
ズボート、水上オートバイ等）、展示ブース等を
行う。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

　『船ってサイコ～ 2016』
外航海運セミナー

（一社）日本船主協会 7月8日 神戸国際会館
外航海運の概要、航海安全・環境への対応に
ついてのセミナーを開催する。

（一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181　　email:pub-
office@jsanet.or.jp

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15日
～31日

8月1日～
31日

神戸海洋博物館・か
もめりあ

幼稚園児、小学生、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する。

（公社)神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

帆船「みらいへ」体験航海
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸市）

7月16日及び
7月23日

中突堤中央ターミナ
ル（かもめりあ）

自分たちで作成した旗を掲げて体験航海
神戸市みなと総局振興課
TEL:078-322-5670

第１5回Kobe Love Port み
なとまつり

第15回Kobe Love Port
みなとまつり実行委員会
（神戸青年会議所内）

7月17日～
18日

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:078-303-0075
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海の絵画コンクール表彰
式

（公社）神戸海事広報協
会

7月18日 メリケンパーク
幼稚園児、小学生、中学生を対象にした海の
絵画コンクール入賞作品40点を表彰する。

（公社)神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

第32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
第15回Kobe Love Port
みなとまつり実行委員会
（神戸青年会議所内）

7月18日 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ブース展開等を行う。

神戸運輸監理部海事振興部旅客
課
TEL:078-321-3146
（一社）神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982
http://www.kobe-meriken.or.jp

姫路港ふれあいフェスティ
バル　夏版

兵庫県、姫路市
7月18日
10:00～
15:00

姫路港飾万津臨港
公園及びその周辺

マリンフェスタ（姫路海上保安部巡視艇「ぬのび
き」放水展示及び一般公開、姫路海上保安部
ブース展示）等。

姫路海上保安部
TEL:079-402-5850

みなと工作教室 姫路海の日協議会 7月18日
姫路港旅客船ターミ
ナル

幼稚園児、小学生を対象に工作を行う。
姫路海の日協議会事務局
姫路市産業振興課港湾振興室
TEL:079-221-2504

　『船ってサイコ～ 2016』
多目的コンテナ船見学会

NYKバルク・プロジェクト
貨物輸送㈱
（一社）日本船主協会

7月19日 神戸港
NYKバルク・プロジェクト貨物輸送㈱の多目的
貨物船の見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

海事関係功労者表彰式及
び祝賀会

神戸運輸監理部
第五管区海上保安本部
近畿地方整備局
「海の日」を祝う実行委員
会

7月19日 ホテルオークラ神戸
平成２8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を行うとともに祝賀会を
開催する。

神戸運輸監理部海事振興部旅客
課 TEL:078-321-3146
（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

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

海上保安庁展2016（仮） （一社）神戸港振興協会
7月20日～
9月11日

神戸海洋博物館
ブース展示「海を測る仕事」
8/27or28 子供向けセミナー「海図の読み方」
（仮）の開催。

神戸海洋博物館
TEL:078-327-8983

　『船ってサイコ～ 2016』
コンテナ船＆ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ
見学会

川崎汽船㈱/春山海運㈱
（一社）日本船主協会

7月22日 神戸港
小学生を対象に川崎汽船㈱のコンテナ船＆コ
ンテナターミナルの見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

　『船ってサイコ～ 2016』
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月23日
神戸港新港練習船
「銀河丸」

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
ガイダンスを開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/
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The　海洋教室
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸運輸監
理部、神戸市）

7月26日～28
日

中突堤中央ターミナ
ル（かもめりあ）

出入港時や船内の仕事を泊まりがけで体験
神戸運輸監理部船員労政課
TEL:078-321-3149

姫路みなと祭海上花火大
会

姫路みなと祭協議会 7月30日 姫路港（飾磨地区） 4000発の花火を打上げる

姫路みなと祭海上花火大会事務
局
姫路市産業振興課港湾振興室
TEL:079-221-2504

海事施設見学会
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸運輸監
理部）

8月1日
神戸大学大学院海
事科学部　他

マイナス25℃の冷蔵倉庫見学と神戸大学大学
院海事科学研究科の船舶運航シミュレータ等
見学

神戸運輸監理部旅客課
TEL:078-321-3146

ひめじマリンピアフェスティ
バル2016

姫路市まちづくり振興機
構
（公社）神戸海事広報協
会

8月3日
8月7日

木場ヨットハーバー
次世代を担う青少年の育成プログラムとして、
ユースセイルトレーニング、ミニクルージング、
ロープワーク教室を実施。

木場ヨットハーバー
TEL:079-246-3928

神戸港夏休み親子みなと
見学会

神戸港湾事務所 8月3日 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
http://www.pa.kkr.mlit.go.jp/kobep
ort/

第46回みなとこうべ海上
花火大会

みなとこうべ海上花火大
会実行委員会（神戸港振
興協会）

8月6日 神戸港 真夏の夜空に約１万発の花火を打ち上げる｡
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

　『船ってサイコ～ 2016』
神戸大学海事科学部オー
プンキャンパス

(一社）日本船主協会 8月10日
神戸大学海事科学
部（神戸市東灘区深
江南町）

神戸大学海事科学部オープンキャンパスを開
催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

親子交流海洋教室
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸海事広
報協会）

8月17日
神戸港及び神戸海
洋博物館

兵庫県下の小学生親子を対象に各種イベント
を通じ交流を図る

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

神戸・みなと体験
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸市）

8月18日
中突堤中央ターミナ
ル（かもめりあ）

神戸港の遊覧や港湾施設見学、マイナス25℃
の冷蔵倉庫体験等

神戸市みなと総局振興課
TEL:078-322-5670

練習帆船「日本丸」
入港セレモニー

(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

8月19日
8月25日

新港第１突堤 「日本丸」の入港に際してセレモニーを実施。
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982
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神戸港夏物語2016
「KOBE MUSIC ＆
GOURMET PORT」・波止
場まつり

KOBE
MUSIC&GOURMET
PORT実行委員会・メリケ
ンパーク協議会（神戸港
振興協会）

8月20日～
21日

中突堤かもめりあ
神戸開港150年を盛り上げるために行われる
ウォーターフロントイベント。今年で5回目を迎え
る。

(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

こども交流海洋教室

伊丹市
神戸海事地域人材確保
連携協議会（神戸海事広
報協会）

8月23日
神戸港及び神戸海
洋博物館

淡路の小学生を対象に各種イベントを通じ交流
を図る。

（公社）神戸海事広報協会
TEL:078-392-3248

練習帆船「海王丸」
入港セレモニー

（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

9月1日 新港第１突堤 「海王丸」の入港に際してセレモニーを実施。
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

練習帆船「海王丸」
出港セレモニー

(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

9月5日 新港第１突堤 「海王丸」の出港に際してセレモニーを実施。
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

人と海のフォトコンテスト
第27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月27日～
10月13日

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。

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

第32回神戸港フォークリフ
ト荷役技能向上大会

神戸港フォークリフト荷役
技能向上大会実行委員
会（神戸港振興協会）

10月18日 メリケンパーク

フォークリフトの基本操作を競い合うことで、
フォークリフト荷役技能のレベルアップをめざ
し、港湾労働災害の防止に寄与するとともに、
神戸港の優秀なハンドリングを広くPRする。

(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

ＨＡＴ神戸防災訓練 人と未来防災センター
10月29日

予定
兵庫県神戸市
人と未来防災セン

ブース展示（調整中）。

江埼灯台一般公開 神戸海上保安部
10月30日

予定
江埼灯台 江埼灯台の説明・見学を行う。

神戸海上保安部交通課
TEL:078-327-8835

灯台記念日の一般公開 大阪湾海上交通センター 11月18日
大阪湾海上交通セ
ンター

大阪湾海上交通センターの一般公開。
大阪湾海上交通センター
TEL:0799-82-3050

練習帆船「海王丸」
入港セレモニー

（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

12月1日 新港第１突堤 「海王丸」の入港に際してセレモニーを実施。
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982

冬期企画展
次の巨大地震はいつ起こ
るのか？（仮）

人と未来防災センター 12月～3月
兵庫県神戸市
人と未来防災セン
ター

企画展、3Ｄ海図等展示予定。

練習帆船「海王丸」
出港セレモニー

(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

12月5日 新港第１突堤 「海王丸」の出港に際してセレモニーを実施。
(一社)神戸港振興協会振興課
TEL:078-327-8982
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○京都府
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

まいづるクリーンキャン
ペーン2016

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月1日～
31日

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
収を行う。

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

五森（いつもり）祭 海上保安学校
7月3日

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
の他イベントを開催。

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

海の京都博　さあ、知と遊
の冒険へ
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月8日～
9日

（荒天の場合
は7月10日に

順延）

アメニティー久美浜
公園（京丹後市）

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、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す
る。

海の京都博実行委員会
TEL:0773-66-1005

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月17日
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:0772-45-1609

「海の日」のつどい・交流
会

舞鶴「海の日」実行委員
会（京都運輸支局内）

7月18日
13:30～
16:00

舞鶴市赤れんが倉
庫2号棟および5号
棟

式祝辞、表彰、海洋少年団等（一般市民の入
場歓迎）及び関係者交流会を実施する。

舞鶴「海の日」実行委員会（京都
運輸支局内）
TEL:0773-75-0616

汽笛一斉吹鳴・満船飾
京都運輸支局（舞鶴庁
舎）

7月18日
12:00

舞鶴港・宮津港 汽笛一斉吹鳴・満船飾の呼びかけを行う。
京都運輸支局（舞鶴庁舎）
TEL:0773-75-0616
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全国ビーチ・ウォーク＆ま
いづるクリーンアップ大作
戦2016

小天橋観光協会 7月18日
久美浜町小天橋海
岸

海浜の清掃奉仕活動を実施する。
小天橋観光協会
TEL:0772-83-0149

造船所見学会
京都運輸支局（舞鶴庁
舎）

7月26日
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」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

在港外航船慰問
舞鶴「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、
記念品等を贈呈する。

舞鶴「海の日」実行委員会（京都
運輸支局内）
TEL:0773-75-0616

第41回みなと舞鶴ちゃっ
たまつり

（一社）舞鶴観光協会
7月30日～

31日
舞鶴港

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
ベントを実施する。

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

宮津燈籠流し花火大会 宮津商工会議所 8月16日 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3000発
が打ち上げられる。

宮津商工会議所
TEL:0772-22-5131

○和歌山県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広報活動 勝浦海事事務所 6月中
「海の月間」の趣旨及び記念行事計画を報道
機関に発表する。

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
（公社）近畿海事広報協
会
勝浦海事事務所

6月下旬
～7月上旬

10月

新宮市及び東牟婁
郡

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

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月1日
～31日

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する。

和歌山運輸支局
TEL:073-422-0606

広報活動 勝浦海事事務所
7月1日
～31日

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する。

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
（公社）近畿海事広報協
会

7月上旬
～中旬

那智勝浦町教育セ
ンター
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

51



 海岸愛護写真パネルの
展示

(一社)全国海岸協会 7月～11月 東京、和歌山

第30回（平成27年度）実施の海岸愛護写真コン
クールの入賞作品のパネルを協会主催の行事
や国土交通省、なぎさシンポジウム会場等へ
展示し、海岸愛護思想の普及啓発に寄与する
ための広報活動を行う。

(一社）全国海岸協会
TEL:03-3595-6633
http://www.kaigan.or.jp

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
（未定）

海南市下津町
大東小学校

水難事故防止のため、自己救命策の確保につ
いて周知。

海南海上保安署
TEL:073-492-0134

汽笛の一斉吹鳴
和歌山運輸支局
和歌山県海運協会

7月18日
正午

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を行う。

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月18日

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
を行う。

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月18日
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する。

勝浦海事事務所
TEL:0735-52-0260

海事関係功労者等表彰式
典及び祝賀パーティー

和歌山運輸支局
和歌山県港運協会

7月19日 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
施する。

和歌山運輸支局
TEL:073-422-0606

海上安全祈願祭 海南市役所 7月20日
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。

海南市役所
TEL:073-483-8489

広報キャンペーン等 海南市役所 7月20日 下津港周辺 入港船舶等へ記念品を配布する。
海南市役所
TEL:073-483-8489

巡視艇わかづきの内覧会 海南市役所 7月20日 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。また、下津港湾会館前では鼓笛
隊演奏を行う。

海南市役所
TEL:073-483-8489
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「海の月間」に伴う一般公
開

下里水路観測所
7月23日
19:30～
21:00

和歌山県下里水路
観測所

事前申し込み先着20名程度、中学生以下は保
護者同伴。

下里水路観測所
TEL:0735-58-0084

マリンスポーツフェスティ
バル2016 IN WAKAYAMA

（公財）マリンスポーツ財
団

7月23日～
24日

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、水上オートバイ、バナナボート等）、
展示ブース等を実施する。

(公財)マリンスポーツ財団
TEL:03-3454-1151

港まつり
和歌山港振興協会
みなと祭実行委員会

7月24日
20:00～

和歌山港中ふ頭
海の月間行事として、港まつり及び花火大会を
実施する。

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月24日 和歌山港中ふ頭
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
和歌山県海運協会
TEL:073-433-4043

○滋賀県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

平成28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バ
ル2016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月24日

大津市茶が崎１番１
号
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、海事知識の普及
を図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＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月1日～
8月31日

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する。

中国地方整備局港湾空港部
港湾物流企画室
TEL:082-511-3928
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○鳥取県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海浜清掃 境港市環境衛生課 6月12日
ラムサール条約湿
地

広く各方面に呼びかけて、恒例行事となった海
浜清掃を行い、海に親しむとともに公害防止の
思想の普及を図る。

境港市環境衛生課
TEL:0859-47-1060

海浜清掃 境港水産振興課 6月24日 昭和町魚市場周辺
広く各方面に呼びかけて、恒例行事となった海
浜清掃を行い、海に親しむとともに公害防止の
思想の普及を図る。

境港水産振興協会
TEL:0859-44-6668

海浜清掃
鳥取県漁業協同組合境
港支所

7月2日 中野船溜り周辺
広く各方面に呼びかけて、恒例行事となった海
浜清掃を行い、海に親しむとともに公害防止の
思想を普及を図る

鳥取県漁業協同組合境港支所
TEL:0859-44-0225

「鬼太郎・ねこ娘」たちが
月間のＰＲ

境港市観光協会 7月中
水木しげるロード周
辺

水木しげるロード周辺で「海の月間」をＰＲす
る。

境港市観光協会
TEL:0859-47-3880

船との出会い事業
鳥取運輸支局
境港湾・空港整備事務所

未定 境港内
境港市内の小学生を対象に海上、陸上から境
港の海事産業関連施設、港湾施設の見学、出
前講座を実施する。

鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169
境港湾・空港整備事務所
TEL:0859-42-3145

ゲゲゲの大行進がレイン
ボージェットを訪船・PR

鳥取運輸支局
境港市観光協会
水木しげる記念館

7月10日
隠岐汽船境港ターミ
ナル水木しげるロー
ド

航海の安全を祈念し、船長、機関長に花束・記
念品を贈呈。乗客へうちわを配布し「海の月間」
「海の日」などをＰＲする。

鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169
境港市観光協会
TEL:0859-47-3880
水木しげる記念館
TEL0859-42-2171

在港船による汽笛一斉吹
鳴

鳥取運輸支局
7月18日

各港内在港船 「海の日」正午を期して汽笛一斉吹鳴を行う。
鳥取運輸支局境庁舎
TEL:0859-42-2169

美保関灯台の一般公開 境海上保安部
7月18日 美保関灯台（松江市

美保関町）
美保関灯台内の一般公開を行う。

境海上保安部
TEL:0859-42-2532

「海の日」記念式典
鳥取運輸支局
境海上保安部
鳥取県海事振興協会

7月19日 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

境港市商工会議所
TEL:0859-44-1111

巡視船の体験航海 境海上保安部 7月24日 美保湾 巡視船「おき」により美保湾の体験航海行う。
境海上保安部
TEL:0859-42-2532
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○島根県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」記念式典及び
記念講演

島根運輸支局 7月19日 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を実施す
る。

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月23日 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:0852-38-8112

○岡山県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

広報活動 水島海事事務所 7月月間中
合同庁舎、客船待
合所他

ポスター、横断幕を合同庁舎、客船待合所等に
掲示する。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

笠岡市長杯ヨットレース大
会

笠岡市経済観光活性課 7月3日 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月15日 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

ヨット体験クルージング 笠岡市経済観光活性課 7月18日 笠岡諸島周辺
各ヨットに分乗して約2時間のクルージングを行
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,マリンフェスティバ
ル実行委員会

7月18日
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
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
岡山県東部海事団体協
議会

7月19日
10:00～
11:30

玉野市すこやかセン
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

汽笛の一斉吹鳴 水島海事事務所 7月20日 水島港他 港内停泊中の船舶による一斉吹鳴を行う。
水島海事事務所
TEL:086-444-7750
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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月20日 ヘルスピア倉敷 海事功労者等の表彰、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月下旬 水島港内 水島港停泊中の大型外航船を慰問する。
水島海事事務所
TEL:086-444-7750

　『船ってサイコ～ 2016』
JXエネルギー水島製油所
＆サノヤス造船所見学会

（一社）日本造船工業会
(一社）日本船主協会

7月21日 倉敷市
小学生を対象にJXエネルギー水島製油所とサ
ノヤス造船所見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

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月23日

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
TEL:086-444-7750

第20回たまの・港フェス
ティバル

たまの・港フェスティバル
実行委員会

7月23日～
24日

玉野市宇野港
巡視艇一般公開・放水展示、海上保安庁PR
コーナー（制服試着・人命救助体験・環境啓発
紙芝居）。

玉野海上保安部
TEL:0863-31-3423

特別展示「港まち玉野の
歴史と、海のくらし、海のし
ごと」展

玉野市立図書館
7月26日～
8月31日

玉野市立図書館
港町玉野の歴史や船員の海の仕事についてパ
ネル等で紹介。

玉野市立図書館
TEL:0863-31-3712

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

7月30日
～31日

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海の
教室を開催する。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750

小学生水島港海事産業施
設等見学会

水島海事事務所 9月中旬 水島港内及び児島
小学生を対象に船上から水島港内の見学と体
験学習を行う。

水島海事事務所
TEL:086-444-7750
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○広島県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

　『船ってサイコ～ 2016』
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月18日 広島市・ワークピア

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
ガイダンスを開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

ソフトボール大会
尾道海事事務所
全日海尾道支部 7月2日

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

　『船ってサイコ～ 2016』
新来島広島どっく進水式
＆小学生を対象とした船
長講話

（一社）日本中小型造船
工業会
(一社）日本船主協会

7月6日 東広島市
新来島広島どっく進水式と小学生を対象とした
船長講話を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

海の図画・ポスター展 尾道市
7月9日～

24日
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

訪船慰問
広島海の月間実行委員
会他

7月11日
広島港宇品旅客船
桟橋

月間期間中に関係機関等の代表者及び広島
観光親善大使が在港の代表船舶を訪問して乗
り組み船員の日頃の労をねぎらい、航海の安
全を祈って花束と記念品を贈る。

（公社）中国海事広報協会
TEL:082-253-1987

訪船慰問
呉海事事務所
呉海事振興会

7月15日
呉港全体30か所、
70隻（事業所）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苦労
を労い記念品を贈呈する。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

海上保安大学校オープン
キャンパス

海上保安大学校 7月17日
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
を行う。

海上保安大学校総務課総務係
TEL:0823-21-4961

海浜清掃 因島地区海の日協会
7月18日～

19日
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

海事広報パレード 因島地区海の日協会 7月18日 耕三寺参道
しおまち商店街において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18日 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
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海事産業等見学会
(公社)中国海事広報協会
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、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。

（公社）中国海事広報協会
TEL:082-253-1987

海洋少年団の市中パレー
ド

尾道海洋少年団 7月18日 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

汽笛一斉吹鳴
呉港入港全船舶
呉海事事務所

7月18日 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。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

「海の日」式典
尾道海事事務所
尾道海上保安部
尾道市

7月19日
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月19日～

22日

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するとともに、
表彰をする。

因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

海上祈願祭・第21回「海の
日」式典

呉海事事務所
呉海上保安部
呉海事振興会

7月19日 呉森沢ホテル

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慰労す
る。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

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、（公社）中
国海事広報協会他）

7月20日
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月20日
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月20日
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する。
因島海事事務所
TEL:0845-22-2298

親善ボウリング大会 呉海事振興会 7月20日 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
図る。

呉海事振興会
TEL:0823-25-0887

みなと広島親子見学会
広島港湾･空港整備事務
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
理解していただく。

広島港湾・空港整備事務所企画
調整課 TEL:082-254-7906
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中学生海の絵画コンクー
ル

（公社）中国海事広報協
会
広島海の月間実行委員
会

7月21日～
28日

8月3日～
16日

9月1日～
23日

広島県庁、宇品旅
客ターミナル、宇品
公民館

中学生を対象に海の絵画を募集し、審査のうえ
入選作品を県庁及び宇品旅客ターミナル、宇
品公民館に展示する。

（公社）中国海事広報協会
TEL:082-253-1987

ボートレース場を活用した
海事知識の普及活動

（公社）中国海事広報協
会
モーターボート競走会宮
島競艇施行組合

7月23日 ボートレース宮島

宮島ボートレース場で開催されるサマーフェス
ティバルに近隣の児童や引率者を募集し、海
の教室や体験クルーズを実施し、海事知識の
普及とモーターボート競走への理解を図る。

（公社）中国海事広報協会
TEL:082-253-1987

少年少女ヨット教室
呉市
呉セーリング連盟
呉海上保安部

7月23日～
24日

呉阿賀マリノ
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

体験航海・海上教室 広島商船高等専門学校 7月29日 尾道港～周辺海域
練習船「広島丸」に尾道市内の中学生等を招
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

巡視船「くろせ」一般公開 呉海上保安部 7月30日
呉市宝町大和波止
場

巡視船「くろせ」の一般公開を通じて、参加者へ
の広報資料配布等により海事思想の普及を図
る。

呉海上保安部管理課
ＴＥＬ:0823-21-0123

海洋・沿岸乗船
ウォッチング

因島地区海の日協会 8月9日 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

○山口県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

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

59



海峡ゆめタワーイベント 下関市港湾局 7月中
下関市　海峡ゆめタ
ワー

イベント等を開催する。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

一日海上保安官 宇部海上保安署 7月中旬 宇部港 一日海上保安官による海難防止指導等。
宇部海上保安署
TEL:0836-21-2410

海上安全祈願式
海上保安協会宇部支部

7月15日 宇部ポートビル 海上安全祈願式を行う。
宇部市産業振興部商工振興課
TEL:0836-34-8355

「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

下関海事事務所
宇部海の日協賛会他

7月15日 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:0836-34-8355

図画コンクール 港湾局振興課
7月15日～

28日
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

しものせき
「海の日」フェスタ

港湾局振興課
7月17日～

18日
下関市あるかぽ～と

あるかぽ～とに寄港する客船「にっぽん丸」を
含めた、ウォーターフロンﾄの賑わいづくりを目
的としたイベントを実施する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

海上パレード
徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月18日 周南市晴海埠頭
港内で活躍する官民の舟艇４０数隻による海
上パレードを実施する。

山口運輸支局
TEL:0834-21-0180

巡視船「くろかみ」一般公
開

徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月18日 周南市晴海埠頭
巡視船「くろかみ」の一般公開、展示訓練及び
海上保安業務の紹介を行う。

徳山海上保安部
TEL:0834-31-01１１

汽笛の一斉吹鳴
徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月18日
正午

徳山・下松・光・新南
陽港

港内停泊中の船舶による一斉吹鳴を行う。
山口運輸支局
TEL:0834-21-0180

「海の日」記念式典
徳山・下松・光・新南陽港
区 海の日協賛会

7月18日
周南市文化会館

海事功労者等を表彰し、吹奏楽コンサートも実
施する。

山口運輸支局
TEL:0834-21-0180

汽笛一斉吹鳴 下関市振興課
7月18日

正午
各港

海の日である7月18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

子ども体験航海
下関海上保安署
下関市生涯学習課

7月18日 下関市あるかぽ～と
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

海響館無料開放 下関市観光施設課 7月18日 下関市　海響館
中学生以下の子供達を対象に無料開放を行
う。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277
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フィシングパーク無料開放 下関市観光施設課 7月18日
下関フィッシング
パーク

中学生以下の子供達を対象に無料開放を行
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月18日 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
会を実施する。

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

下関海事事務所
下関海の日協賛会他

7月21日
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

（一社）下関水産振興協
会 7月21日

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

花火大会
宇部市花火大会実行委
員会

7月23日 宇部港 花火大会を実施する。
事務局
宇部市産業振興部商工振興課
TEL：0836-34-8355

「海の日」カッターレース競
技会

カッターレース競技会 7月23日 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：0836-34-8355

リフレッシュ瀬戸内 下関市振興課 7月30日
下関市長府浜浦町
海岸

海岸の清掃を行う。
事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277

帆船「海王丸」寄港 下関市振興課
8月5日～

9日
下関市あるかぽ～と

あるかぽ～とに帆船「海王丸」が寄港するのに
合わせイベントを実施する。

事務局
下関市港湾局振興課
TEL:083-231-1277
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シーサイドフェスタ2016

(一財)日本モーターボー
ト競走会徳山支部
（公社）中国海事広報協
会

8月7日 ボートレース徳山
地元自治会・子供会の小中学生親子ペアを対
象に、湾内クルージング、ペアボート試乗会、
海の教室等を実施する。

（公社）中国海事広報協会
TEL:082-253-1987

下関カッターレース競技会 下関市水産課 8月28日 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

灯台パネル展 仙崎海上保安部
10月下旬

～11月上旬
長門市内

全国の著名な灯台のパネル展示、灯器展示
等。

仙崎海上保安部交通課
TEL:0837-26-3168

＜四国地区＞
○徳島県

事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

旅客船等への訪船活動 徳島県海事振興会
7月中

徳島県内各港
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。

四国運輸局徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

巡視船体験航海 徳島海上保安部
7月16日
11:00～
14:00～

徳島小松島港沖
徳島県在住の方を対象に公募により約140名を
招待し、巡視船「よしの」による体験航海を行
う。

徳島海上保安部
TEL:0885-33-2246

海面清掃兼油回収船「み
ずき」の一般公開及び港
湾業務艇「しまかぜ」によ
る港見学会

小松島港湾･空港整備事
務所

7月16日
徳島小松島港新港
南岸壁付近

海面清掃兼油回収船「みずき」の一般公開及
び港湾業務艇「しまかぜ」により港見学会を実
施する。

小松島港湾･空港整備事務所
TEL:0885-32-3356

「海の日」汽笛一斉吹鳴 徳島県海事振興会
7月18日

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
斉吹鳴を行う。

四国運輸局徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

「海の日」小学生旅客運賃
無料キャンペーン

徳島県旅客船協会
7月18日 大歩危峡観光遊船

鳴門観光汽船
「海の日」当日、左記2社において保護者1名に
つき小児2名まで乗船料を無料にする。

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月19日
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
副賞を伝達・授与する。

四国運輸局徳島運輸支局
TEL:088-622-7622

第19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月26日

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
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○香川県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

「海の日」・「海の月間」ポ
スター配布及び掲示

関係官署、各事業所
高松琴平電気鉄道
香川県「海の日」協賛会
（公社）四国海事広報協
会

月間期間中 香川県下主要箇所

公共施設、旅客船の待合所、船舶、海事関係
の各事業所、関係団体の事業所等に掲示する
ほか、コトデンの主要駅及び各月間行事実施
場所に掲示する。

四国運輸局海事振興部旅客課
TEL:087-825-1182

　『船ってサイコ～ 2016』
川崎重工業造船所施設＆
新造LNG船見学会

(一社)日本造船工業会
(一社）日本船主協会

7月5日 坂出市
小学生を対象に川崎重工業造船所施設と川崎
汽船㈱の新造LNG船見学会を開催する。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

フェリー体験航海
内海フェリー(株)
香川県旅客船協会

7月7日 高松～草壁航路
幼稚園児を対象にフェリーの体験航海を実施
する。

四国運輸局海事振興部旅客課
TEL:087-825-1182

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月15日
10:00～

金刀比羅宮本殿
海事関係者、団体等が参列して、全日本海事
産業発展並びに海上安全祈願祭を開催する。

四国運輸局海事振興部旅客課
TEL:087-825-1182

第53回四国中学生海の絵
画コンクール展

(公社)四国海事広報協会
(公財)琴平海洋会館

7月16日～
31日

サンポート高松かが
わプラザ

四国四県の中学生から募集した「海の絵画」の
優秀作品を表彰するとともに、入賞作品を一般
展示する。

(公社)四国海事広報協会
TEL:087-833-8677

「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月18日
9:00～

高松市立ヨット競技
場とその沖合

香川県ヨット連盟加盟の各団体及び個人が参
加してヨットレース大会を開催する。

四国運輸局海事振興部船舶産業
課 TEL:087-825-1185

「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月18日
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
斉吹鳴を行う。

四国運輸局海事振興部旅客課
TEL: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月19日
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・授与を行う。

四国運輸局海事振興部旅客課
TEL:087-825-1182
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○愛媛県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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

月間期間中 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

ボウリング大会
松山地区「海の月間」実
行委員会

７月上旬 キスケボウル
海事関係者の団体による親睦ボウリング大会
を開催する。

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8日
18:30～

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
の参加のもと実施する。

四国運輸局宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

巡視船の体験航海及び１
日海上保安官の委嘱等

松山海上保安部
海上保安協会松山支部

7月16日
10:00～

松山港

巡視船「いさづ」の１日船長に「海洋少年団員
等」を任命し、体験航海の実施、灯台の機器･
救難機材･写真パネルの展示及び制服の試着
を行い、海事思想の普及を図る。

松山海上保安部
TEL:089-951-1196

釣島サポーター’16
松山市教育委員会文化
財課

7月16日
悪天候時は

30日
釣島（灯台・旧官舎）

松山市指定文化財（建造物）である釣島灯台旧
官舎の清掃作業及び木柵の補修・塗装などを
体験しながら、釣島や釣島灯台の歴史を学ぶ。

松山市教育委員会文化財課
TEL:089-948-6520

「海の日」汽笛一斉吹鳴 管内の海運事業者
7月18日
12:00～

在港船舶 在港船舶による汽笛の一斉吹鳴を行う。
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月18日
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を行
う。

四国運輸局今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

「海の日」汽笛の一斉吹鳴 管内の海運事業者
7月18日
12:00～

宇和島運輸支局管
内の各在港船舶

「海の日」の正午を期して、汽笛の一斉吹鳴を
行う。

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月18日
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を実施する。

四国運輸局宇和島海事事務所
TEL:0895-22-0260

親善ボウリング大会 宇和島海の日協賛会
7月18日
18:30～

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
の参加のもと実施する。

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月18日
来島海峡海上交通
センター

来島海峡海上交通センターの一般公開。
来島海峡海上交通センター
TEL:0898-31-4992
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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

7月19日
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
係功労者等表彰式を行う。

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

7月19日 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
係功労者等表彰式を行う。

四国運輸局今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

海上安全祈願祭
海事功労者表彰式

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月19日
10:30～

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
係功労者等表彰式を行う。

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月20日
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
係功労者等表彰式を行う。

四国運輸局今治海事事務所
TEL:0898-33-9001

松山みなと見学会
松山港湾・空港整備事務
所

7月22日
10:00～

松山港湾・空港整備
事務所及び松山港

小学生と保護者を対象に、港湾業務艇「せとか
ぜ」に乗船し、港湾施設の見学や海面清掃兼
油回収船「いしづち」の見学を行う。

松山港湾･空港整備事務所総務
課 TEL:089-951-0161

来島海峡クルージング 松山観光港ターミナル
7月30日
9:00～

松山観光港～大島
下田水～来島海峡
～大崎下島

来島海峡での潮流体験や大崎下島御手洗地
区の旧港町散策などを通して「海」に対する理
解と認識を高め、海の恩恵に感謝する心を育
む気運の醸成を図る。

松山観光港ターミナル
TEL:089-967-6667

巡視船による体験航海 宇和島海上保安部
7月30日
時間未定

宇和島海上保安部
基地桟橋

巡視船「たかつき」体験航海、子供用制服試着
等。

宇和島海上保安部管理課
TEL:0895-22-1591

○高知県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月18日
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月19日
16:00～

ザ クラウンパレス新
阪急高知

海事功労者等の被表彰者に対し、表彰状並び
に副賞の伝達・授与を行う。

四国運輸局高知運輸支局
TEL:088-831-1175

みなとウォッチング
高知港湾・空港整備事務
所

高知7月21日
須崎7月22日

高知港、須崎港
高知港湾・空港整備事務所所属の港湾業務艇
「とさかぜ」に乗船し、高知港と須崎港の港湾施
設や津波防波堤等を海上から見学する。

高知港湾・空港整備事務所企画
調整課 TEL:088-847-3512
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＜九州地区＞
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月1日～
31日

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

船員留守家族慰問 海友婦人会
7月1日～

31日
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
港運協会
海友婦人会

7月1日～
31日

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

殉職船員慰霊祭 全日本海員組合
7月 4日
10:30～

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
TEL:093-331-3600

海上航行安全祈願 全日本海員組合
7月 4日
11:30～

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
TEL:093-331-3600

ディンギーヨット親子体験
セーリング

福岡市ヨットハーバー

7月 9日～10
日

午前･午後
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。
 各回定員40名
 【費用】親子1組2,000円

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）

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

「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
（一社）博多港振興協会

7月11日
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）
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自衛隊艦船一般公開
自衛隊福岡地方協力本
部

7月16日～17
日

博多港中央ふ頭イ
ベントバース

海上自衛隊による艦船「水中処分母船5号」の
一般公開を行う。

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

三池海上保安部
九州運輸局

7月16日 旧三井港倶楽部
「海の日」に合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
実施する。

三池海上保安部管理課
TEL:0944-53-0521

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㈱
博多港開発・西部ガス共
同事業体
博多港開発・ササキコー
ポレーション共同事業体
㈱ベイサイドプレイス博
多
NPO法人 福岡ビーチス
ポーツクラブﾞ
（一社）博多港振興協会

展示会場
博多港国際
旅客ﾀｰﾐﾅﾙ
（7月16日～8
月7日）
ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲ
ｽ博多
（8月8日～28
日）
福岡市ﾖｯﾄ
ﾊｰﾊﾞｰ
（8月29日～9
月11日）

表彰会場
博多港国際
旅客ﾀｰﾐﾅﾙ
ﾎｰﾙ（7月16
日）

「海の日」を記念して、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）

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

北九州市港湾空港局、
北九州港振興会他

7月17日 関門港各埠頭
北九州市港湾関係者、船社、海事関係者等に
よる海岸清掃を行う。

北九州市港湾空港局
TEL:093-321-5932

関門港ボート天国
関門港ボート天国推進協
議会

7月17日
9:00～

北九州市門司区西
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。

関門港ボート天国推進協議会

ウォーターフロントクリーン
マナーアップ作戦

(一社)北九州港振興協会
北九州市
九州地方整備局

7月17日他 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。

(一社)北九州港振興協会
北九州市
九州地方整備局
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北九州港クルージング 北九州市港湾空港局 7月17日他 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

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

門司
7月17日

洞海
7月30日

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

巡視船「やしま」一般公開 福岡海上保安部
7月18日 博多港中央ふ頭イ

ベントバース

福岡海上保安部による巡視船「やしま」の一般
公開を行う。
 　

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）

港へおいでよ！
～海の日ポートフェスタ
2016～

（一社）博多港振興協会
(株)ベイサイドプレイス博
多
福岡海上保安部
福岡市港湾空港局

7月18日
ベイサイドプレイス
博多ふ頭～中央ふ
頭イベントバ－ス

「海の日」を盛り上げる各種イベントを巡視船の
一般公開に合わせ実施する。
・福岡海上保安部ＰＲコーナー
・福岡市港湾空港局ＰＲコーナー
・福岡市消防音楽隊演奏
・ロードトレインの運行
・ステージイベント

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）

親子クルーザー体験セー
リング

福岡市ヨットハーバー
7月18日
7月23日
8月27日

福岡市ヨットハー
バー

市内居住の小学生以上を対象としたｸﾙｰｻﾞｰﾖｯ
ﾄ体験教室を開催する。
各回定員50名
 【費用】1人600円

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月18日
正午

北九州港
「海の日」である7月18日の正午に在港船の協
力を得て汽笛の一斉吹鳴を行う。

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月18日

正午
苅田港

「海の日」である7月18日の正午に在港船の協
力を得て汽笛の一斉吹鳴を行う。

苅田港海の日協賛会

海の写真展 デジカメクラブ門司
7月18日～

8月1日
旧門司税関2階 海に関する写真の展覧会を開催する。 デジカメクラブ門司

海の日歓迎訪船 全日本海員組合
7月20日
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

「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
(公社)九州海事広報協会
北九州海の日協賛会

7月20日
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
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殉職船員慰霊祭 福岡汽船船主会
7月22日
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

（一社）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月22日
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）

市営納涼船 福岡市港湾空港局

7月22日～8
月28日の金
土日及び祝
日、8月15日

博多湾
市営渡船｢きんいん3｣による博多湾一周納涼ク
ルーズ。（博多ふ頭発着）
　時間：19：00～20：15

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

苅田港海の日協賛会
7月22日
11:00～

苅田町三原文化会
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月22日

9:30～10:40
苅田町善立寺、港
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

第53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月23日
～8月7日

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
TEL:093-321-7021

港に出かけてみよう！
～みなとと倉庫探検ツ
アー～

福岡県倉庫協会
九州運輸局
（一社）博多港振興協会

7月26日～
27日

博多港　港の施設
見学（ﾊﾞｽ）

普段見ることのできない高度化倉庫やサイロ等
をバスで見学するコース。
  時間：13:00～16:30
　無料

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）

2016若松みなと祭り 若松まつり行事協賛会
7月30日～

31日
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月30日
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）

ももち浜サマーフェスタ
2016

ＲＫＢ毎日放送（株）
7月30日～

31日
ももち浜海浜公園

海の恩恵に感謝し、海の日を知って頂くために
各種イベントを実施する。

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）

ジュニアマリン体験教室 福岡市ヨットハーバー
8月 2日～

 4日
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。
 各回定員16名
 【費用】一人1,500円

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

（一社）博多港振興協会
九州運輸局 8月4日 博多湾

市営渡船｢きんいん3｣での博多湾一周納涼ク
ルーズ。途中、打上げ花火を実施予定。（船内
より観賞）
　時間：19:30～20:30
　無料

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月7日
8:30～

和布刈、太刀浦
和布刈市民プール（水泳）  太刀浦（ラン)､（自
転車）を行う。

愛港会

第3回海の科学講座in九
州

共催
福岡管区気象台
九州大学応用力学研究
所
西海区水産研究所
後援
福岡県教育委員会
福岡市教育委員会

8月7日
13:00～
16:00

九州大学西新プラ
ザ大会議室

海洋情報の普及啓発活動の一環として、海洋
の実態、社会への影響、私たちに課せられた
課題などを一般住民に伝え、海洋に興味・関心
を持ってもらうことを目的とする。

福岡管区気象台地球環境・海洋
課 TEL:092-725-3613

　『船ってサイコ～ 2016』
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月9日 北九州市
小学校社会科研究会教師を対象とし、海運の
役割と重要性の理解増進、学校教育への反映
を図る。

(一社）日本船主協会
TEL:03-3264-7181
http://www.jsanet.or.jp/

海峡花火大会
海峡花火大会実行委員
会

8月13日
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

みなとめぐりクイズ大会 北九州港振興協会 8月20日 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月20日
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

水路記念日パネル展
第七管区海上保安本
部海洋情報部

8月30日～
9月22日

関門海峡らいぶ
館

海図、海底地形図等の展示（予定）を行
う。

第七管区海上保安本部海洋情報
部 TEL:093-321-2931

人と海のフォトコンテスト
第27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

9月5日～
18日

北九州ひとみらいプ
レイスマーメイド広
場

「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。

北九州ひとみらいプレイス事務局
TEL:093-641-9360
（一財）全日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391
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第31回日本の海洋画展
北九州展

(一財)全日本海員福祉セ
ンター

9月13日～
18日

黒崎市民ギャラリー
（北九州市）

現代日本画壇の海洋画約45点と特別出品柏
原覚太郎作品1点による絵画展を開催する。

黒崎市民ギャラリー
TEL:093-644-5206
(一財)全日本海員福祉センター
TEL:03-3475-5391

三池港ロマンフェスタ 三池海上保安部
11月3日

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
上保安庁ブースを設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
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

オープンスクール 国立唐津海上技術学校
6月18日
7月23日
10月15日

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。
6/18体験型オープンスクール、7/23、10/15見
学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

7月17日
唐津市東港
海のカーニバル会
場

「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

第24回唐津港まつり「海
のカーニバル」inからつ

海のカーニバルinからつ
実行委員会

7月17日
9:00～16:00

唐津東港一帯
海事功労者表彰式、海上保安庁ブース設置、
海難救助展示訓練（未定）。

唐津商工会議所
TEL:0955-72-5141
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船舶体験航海 国立唐津海上技術学校
7月17日
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月17日
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

第64回 九州花火大会
佐賀新聞社
(一社)唐津観光協会

7月17日
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

汽笛一斉吹鳴
唐津地区小型船安全協
会

7月17日
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

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　他

7月17日
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

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月31日
12:00～

唐津市西の浜一帯 唐津湾を巡るイカダ競争を実施する。
唐津湾イカダと市民の会
TEL:0955-72-4776

○長崎県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 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月13日～

26日
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月18日
10:30～
12:00

佐世保市　亀山八
幡宮

「海の日」記念式典、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月18日
10:00～
10：30

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
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海の市民大清掃 佐世保市海の日協賛会
7月18日

9:00～10:00

佐世保市内の海岸
（7カ所）
※うち、三浦地区外
2地区は7月9日、浅
子地区は7月17日

「海の日」を記念して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
他

7月18日
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）
TEL:0956-22-6127

「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月20日
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
並びに花束贈呈式

長崎港「海の日」協賛会 7月20日
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

航海安全、大漁祈願祭
及び物故船員慰霊祭

長崎港「海の日」協賛会 7月22日 長崎市　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

オープンスクール
国立口之津海上技術学
校

7月23日
7月30日
10月22日

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(各日とも事前
の申込が必要）7/30は学校見学のみ。

国立口之津海上技術学校
TEL:0957-86-2151

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月23日～24

日
長崎市伊王島

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
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させぼボートフェスティバ
ル2016

佐世保市海の日協賛会
佐世保市海洋スポーツ
協会

7月24日
8:30～
14：00

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ｰ46-6868

海上パレード 長崎港「海の日」協賛会 7月30日 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

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月18日～
23日

佐世保玉屋画廊
「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
TEL:0956-31-6165

○大分県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海事思想普及事業

大分運輸支局
大分海上保安部
大分県
大分市
大分海の日協賛会事務
局

7月1日～
31日

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

海上・産業・交通安全祈願
祭

つくみ港まつり実行委員
会

7月16日
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月16日
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

第66回つくみ港まつり
つくみ港まつり実行委員
会

7月16日～17
日

津久見市:津久見湾
海上自衛隊艦艇「おおたか」、海上保安部巡視
艇「ゆふぎり」の一般公開、旅客船による津久
見湾クルージング、花火大会等を開催する。

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

大分「海の日」表彰式 大分海の日協賛会
7月18日
11:00～

大分市　あけのアク
ロスタウン

「海の日」記念式典及び海事功労者等の表彰
等を行う。

大分海の日協賛会（事務局:大分
港振興協議会）
TEL:097-521-2112

水難救済会への募金活動 大分海洋少年団
7月18日

他
大分市　あけのアク
ロスタウン他

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
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「海の日」記念式典
佐伯海の日記念事業実
施協議会

7月18日 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
を行う。

佐伯市商工振興課
TEL:0972-22-3943

海事啓発ブース 佐伯海上保安署
7月18日

海上自衛隊佐伯基
地分遣隊グランド及
び桟橋

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
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月18日
海上自衛隊佐伯基
地分遣隊グランド及
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

汽笛一斉吹鳴及び満船飾
大分海上保安部
大分県

7月18日
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
船飾を実施する。

大分海の日協賛会（事務局:大分
港振興協議会）
TEL:097-521-2112

入院船員慰問 全日本海員組合 7月28日 大分市 市内の病院に入院中の傷病船員を慰問する。
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

全日本海員組合 7月29日
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す
る。

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
巡視艇の放水展示

自衛隊大分地方協力本
部
大分海上保安部

9月17日
大分市:西大分公共
埠頭

西大分公共埠頭にて、海上自衛隊掃海艇「うく
しま」の一般公開及び巡視艇「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
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○熊本県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

みすみ港祭り
第21回海の日協賛・みす
み港祭り実行委員会

7月23日 宇城市三角港及び
周辺海域

港を中心とした祭典。物故者の慰霊法要、ヨット
体験クルージング、海上保安部巡視艇「あそぎ
り」体験航海、花火大会等を開催する。

宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

第21回海の日協賛・みす
み港祭り実行委員会

7月23日 宇城市三角保健セ
ンター

海事功労者表彰等を行う。
宇城市役所三角支所経済課
TEL:0964-52-1111

○宮崎県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

油津港まつり 油津港まつり協賛会
7月16日～

17日
油津港

ペアボート乗船体験、木造帆船「チョロ船」の体
験乗船、弁甲（丸太）を利用した舟こぎ競漕大
会、海上自衛隊護衛艦の一般公開及び花火大
会（16日夜）等を行う。

日南市観光協会
TEL:0987-31-1134

海とふれあうサマースクー
ル

宮崎県北部地区「海の
日」協賛会

7月18日 細島港 スターナビゲーション体験を行う。
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
海上安全祈願祭

宮崎県北部地区「海の
日」協賛会

7月26日 細島港
「海の日」記念式典、海事功労者表彰及び海
上、航海の安全祈願を行う。

日向市商工港湾課
TEL:0982-52-2111

宮崎県南部地区「海の日」
協賛会記念式典

宮崎県南部地区「海の
日」協賛会

8月1日
10:00

ふれあい健やかセ
ンター5階大会議室

「海の日」記念式典を開催し、当協賛会会員推
薦の海事功労者を表彰する。

宮崎県南部地区「海の日」協賛会
事務局
TEL:0987-31-1135
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○鹿児島県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

第30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月10日
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キロを泳ぐ遠泳競技大会
を開催する。

桜島・錦江湾横断遠泳大会実行
委員会事務局
TEL:099-229-4222

火山めぐり外洋ヨットレー
ス

外洋南九州
7月15日～

19日
鹿児島湾 鹿児島湾内で長距離、短距離レースを行う。

外洋南九州
http://www.jsaf.or.jp/m-kyusyu/

市立科学館サイエンストー
ク（出前講座）

（公財)かごしま教育文化
振興財団
鹿児島市立科学館

7月16日 鹿児島市立科学館 小中学生対象の海図説明等を行う。

(公財)かごしま教育文化振興財団
鹿児島市立科学館
TEL:099-250-8511
第十管区海上保安本部海洋情報
部 TEL:099-250-9800

高速船甑島　クイズ＆親
子バーベキュー大会

(株)薩摩川内市観光物産
協会

 7月18日 川内港、里港
高速船「甑島」を活用した船内クイズ大会及び
里港でバーベキューを行う。

薩摩川内市商工観光部交通貿易
課 TEL:0996-23-5111

「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月21日
10:30～
11:30

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
を実施する。

鹿児島運輸支局
TEL:099-222-5660

志布志みなとまつり
志布志海上保安署
志布志みなとまつり実行
委員会

7月24日 志布志港 巡視船一般公開等（調整中）。

志布志海上保安署
TEL:099-472-4999
志布志みなとまつり実行委員会
TEL:099-472-1108

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

南さつま市
吹上浜砂の祭典実行委
員会他

7月31日
南さつま市新川海
岸（吹上浜）

小中学生、子供会会員等による海岸清掃を行
う。

南さつま市
TEL:0993-53-2111
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○沖縄県
事業名 実施主体 日時 場所 行事概要 問合せ先

海洋環境パネル展
第十一管区海上保安本
部環境防災課

5月31日
～8月10日

沖縄美ら海水族館 海洋環境パネル展。
第十一管区海上保安本部環境防
災課
TEL:098-867-0118

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
（国土交通所・環境省　人
材認定事業）

(公財)ブルーシー・アン
ド・グリーンランド財団

6月2日～
7月6日

マリンピアザオキナ
ワ

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。

B&G財団事業部事業課
TEL:03-6402-5313

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

那覇クリーンビーチクラ
ブ

7月中
豊見城市瀬長島海
岸

市民、ボランティアによる海岸清掃を行う。
那覇クリーンビーチクラブ
TEL:090-3793-3454

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

南城市 7月中
南城市佐敷地区海
岸及び樋川海岸

市民、ボランティアによる海岸清掃を行う。
南城市産業建設部田園整備課
TEL:098-948-1498及び生活環境
課TEL:098-946-8981

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

沖縄県港湾空港建設協
会

7月中 那覇市内海岸 市民、ボランティアによる海岸清掃を行う。
五洋建設（株）
TEL:098-863-2334

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

なきじん海辺の自然学校 7月中 今帰仁村内海岸 市民、ボランティアによる海岸清掃を行う。
なきじん海辺の自然学校
TEL:0980-56-5881

ビーチウォーク&クリーン
アップ大作戦

多良間村 7月中 ミツ瀬海岸 市民、ボランティアによる海岸清掃を行う。
多良間村村づくり課
TEL:0980-79-2127

与那国島カジキ釣り大会

日本最南端与那国島国
際カジキ釣り大会実行委
員会
石垣海上保安部

7月2日
与那国町久部良漁
港

巡視艇一般公開。
石垣海上保安部(管理課）
TEL:0980-83-0118

2016石垣港みなとまつり

石垣港みなとまつり実行
委員会
石垣海上保安部
石垣航空基地地

7月16日～
18日

石垣港離島ターミナ
ル

海洋環境パネル展（7/16～7/18）
巡視船一般公開（7/18）
制服試着等（7/18）

石垣海上保安部(管理課）
TEL:0980-83-0118
石垣航空基地(管理係）
TEL:0980-86-8989
石垣港みなとまつり実行委員会
TEL:0980-82-4740
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汽笛の一斉吹鳴
沖縄総合事務局（運輸
部）
各船舶事業者

7月18日 県内各港
県内各港に停泊中の船舶が「海の日」の正午
に汽笛を一斉吹鳴する。

沖縄総合事務局運輸部総務運航
課 TEL:098-866-1836

一日船長任命式
沖縄総合事務局（運輸
部）

7月25日 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

海事功労者の表彰式典

沖縄総合事務局
第十一管区海上保安本
部
（公社）沖縄海事広報協
会

7月25日
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
社）沖縄海事広報協会の共催により実施する。

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月31日
8月6日

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:03-5213-4778
http://www.jsf-japan.or.jp

中学生海の絵画コンクー
ル作品展

（公社）沖縄海事広報協
会

8月8日～
12日

沖縄総合事務局1階
行政情報プラザ

中学生を対象に海の絵画コンクールを実施し、
入賞作品を展示する。

（公社）沖縄海事広報協会
TEL:098-863-4604

水路記念日パネル展示
第十一管区海上保安本
部海洋情報監理課

8月中旬
～9月下旬

沖縄美ら海水族館 水路業務のパネル展示を行う。
第十一管区海上保安本部海洋情
報監理課
TEL:098-867-0118

石垣御神埼灯台一般公開 石垣海上保安部 11月上旬 石垣御神埼灯台 石垣御神埼灯台の一般公開を行う。
石垣海上保安部（交通課）
TEL:0980-82-4842
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