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月１～２回海事関係のイベントや海事関係資料をマスコミや海事関係団体の皆様にご紹介しています。 

※イベントは中止になる可能性がありますので、参加の際は各施設にお問合せ下さい。 

企画展「くらしのうつりかわり展 海辺の生活」 

明石市立文化博物館は、令和 4年 3月 21日（月・祝）まで、企画展「くらしのうつりかわり展 海辺の

生活」を開催しています。豊富な資源に恵まれた瀬戸内海に面している明石では、昔から漁業が盛んに行

われてきました。本展では、昭和時代を中心に子どもの目線から見た、漁師の家の生活を紹介しています。 

【開催期間】令和 4年 3月 21日（月・祝）まで 

【開館時間】9：30～18：30（入館は 18：00まで）  

【休 館 日】月曜日休館、但し 3月 21日は開館 

【開催場所】明石市立文化博物館 1階特別展示室 

【観 覧 料】大人：200円/大学・高校生：150円/中学生以下：無料 

【お問合せ】明石市立文化博物館 TEL:078-918-5400 FAX:078-918-5409 

小企画展「潜水調査船がみた深海生物」 

 スリーエム仙台市科学館は、令和 4 年 3 月 6 日（日）まで、小企画展「潜水調査船がみた深海生物」を

開催しています。本展は、ＪＡＭＳＴＥＣ（海洋研究開発機構）の潜水調査船が深海で遭遇した深海生物を

写真で紹介するとともに、その不思議な生態の一部を解説しています。また、インターネットで深海の世

界を楽しめるＪＡＭＳＴＥＣの「深海映像・画像アーカイブス」を紹介しています。 

【開催期間】令和 4年 3月 6日（日）まで 

【開館時間】9：00～16：45（入館は 16：00まで） 

【休 館 日】毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）、祝日の翌日（土曜日・日曜日・祝日を除く）、 

      毎月第 4木曜日（祝日は除く） 

【会  場】スリーエム仙台市科学館 3階生活系展示室 

【入 館 料】一般：550円/高校生：320円/中学生・小学生：210円  

【お問合せ】スリーエム仙台市科学館 TEL：022-276-2201 FAX：022-276-2204 

企画展「吉井勇と海賊の島」 

 今治市村上海賊ミュージアムは、令和 4 年 2 月 19 日（土）から 5 月 22 日（日）まで、企画展「吉井勇

と海賊の島」を開催します。本展は、吉井勇が伯方島で詠んだ作品、滞在時の写真や関連資料を展示し、吉

井勇を魅了した村上海賊の世界を紹介します。 

【会  期】令和 4年 2月 19日（土）～5月 22日（日）まで 

【開館時間】9：00～17：00（最終入館は 16：30）【休 館 日】月曜日（祝日の場合は翌平日） 

【会  場】村上海賊ミュージアム企画展示室 

【観 覧 料】無料（常設展示観覧は有料 大人一般：310円/高校生以下：無料）  

【お問合せ】今治市村上海賊ミュージアム TEL:0897-74-1065 FAX:0897-74-1085 

日本海事広報協会 事業第一部 

TEL 03-3552-5033  

FAX 03-3553-6580 

Twitter @kaijipr フォローお願いします！ 
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子ども向け船の新聞コンクール「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」全賞決定！ 

 海運、港湾など海事産業をテーマにした小中高生向け新聞コンクール「2021年度

ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」（主催・公益財団法人日本海事広報協

会、会長・武藤光一）の全賞が決定しました。グランプリの「国土交通大臣賞」は 1

月 21日、斉藤鉄夫国土国通大臣が選考を行い、小学生部門、中学生・高校生部門そ

れぞれ 1作品が受賞しました。準グランプリの「日本海事広報協会会長賞」ほか

「日本船主協会会長賞」「日本造船工業会会長賞」「日本港湾協会会長賞」「日本内航

海運組合総連合会会長賞」等各賞は、1月 31日にアグネス・チャンさんら 4名の審

査委員により審査会を開催し、別紙のとおり決定しました。 

 結果と作品は当会ＨＰ、Twitter等でも発表します。全国での入賞作品展を予定しています。 

●「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」について 

 四方を海に囲まれた日本は、水産資源や観光など海の恩恵を受ける一方、せまい国

土から採れる必要な資源の量は限られています。そのため、私たちのくらしに必要な

食料やエネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っています。そしてそのほぼ

100％を船で日本へ運んでいます。 

 「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」は全国の小学生・中学生・高校生の

皆さんに、それら貿易を担う「海運」などの海事産業やそれにかかわる「船」や

「港」について学び、その重要性を理解してもらいたいと 2013年から開

催し、今年度で 9回目を迎えました。 

 2021年度も全国から多くの素晴らしい作品が 1,141点集まりました。子

どもジャーナリストたちの作品を通して、1人でも多くの人に海事産業や

「船」、「港」の大切さを理解し、身近に感じてほしいと願っています。 

＊配信停止または FAX 番号の変更をご希望の場合は、下記にご記入の上、FAX（03-3553-6580）にてお知らせください。  

FAX が誤って届いている場合も同様にお知らせください。 

□配信停止・誤送信（いずれかに○をつけてください。）       □番号変更 

社名・団体名（                ）         社名・団体名（             ） 

間違番号  （                ）         変更番号  （             ） 

 

ＫＡＩＵＮ 海運 2022.2 No.1133 

＜特集＞大変革に備える自動車船事業 

＜特別企画＞サルベージ-海難救助の舞台裏- 

日本海運集会所 03-5802-8365 

みなと総研 2022 WINTER No.24 

＜特集＞「日本海側拠点港」のその後を考える 

全国港湾探訪 境港編、浜田市・海士町編 

みなと総合研究所 03-5408-8291 

Ｂｌｕｅ Ｅａｒｔｈ 168 号 

＜特別記事＞真鍋博士が切り開いた気候モデル開発の半世紀 

＜特集＞温暖化が進む地球で何が起きているのか？ 

海洋研究開発機構 海洋科学技術戦略部 046-867-9052 

月刊 共有船 2022年新春号 No.573 

「内航船省エネ格付制度」10隻に格付け付与 

発行所 海交新社 078-331-3860 

船舶整備共有船主協会 

日本海事広報協会 

定 期 刊 行 物 

新聞「海上の友」 毎月 1 日発行 

 購読料 1 カ月 605 円（税・送料込） 

 お申込み TEL：03-3552-5034 

 

「ジュニア・シッピング・ジャ

ーナリスト賞」に関するお問合せ 

事業第部（担当：淡路・斎藤） 

TEL：03-3552-5033 
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応募総数

SDGｓで未来の港を切り拓け 新潟県 新潟市立万代長嶺小学校 佐藤　光梨 5

がんばれ！！インターセプター新聞 大阪府 羽曳野市立高鷲小学校 宮﨑　宗獅郎 3

教えたい船のひみつ新聞 愛知県 豊橋市立牟呂小学校 齋藤　こま梨 5

見て見て聞いて！船新聞② 愛媛県 今治市立常盤小学校 藤﨑　穂のか 6

ぼくの船旅新聞 東京都 新渡戸文化小学校 中村　一朗太 4

北九州港の仁義ある戦い

～いざ、六つの港が力を合わせん～
福岡県 九州国際大学付属中学校　

大野　更紗　　 佐藤　美月

黒瀬　唯月奈　 笹田　梨央
新聞部

調べる船新聞 東京都 東京都立新島高等学校 河津　明希星 3

長崎工業高校造船新聞 長崎県 長崎県立長崎工業高等学校
松尾　汰志朗　 宮地　拓海

森山　雄翔　     山本　宝良
3

横浜港新聞 東京都 豊島区立千登世橋中学校 寺岡 大輝 1

海の仕事・海国日本の文化と技術を

伝える海事書籍編集
北海道 北海道函館水産高等学校

久保田　美月

三浦　星輝
1

世界に笑顔を！港と船 新潟県 新潟市立万代長嶺小学校 金子　有生 5

船の世界ビックリ発見！新聞 長崎県 諫早市立喜々津東小学校 小林　龍生 6

未来につなげ！私たちの港と船 新潟県 新潟市立万代長嶺小学校 真柄　杏咲 5

エコと船新聞 兵庫県 神戸市立舞子小学校　 渋谷　奈々恵 5

たのしい船りょこう新聞 東京都 町田市立町田第四小学校 宮田　心夏 2

さんふらわあ　しんぶん 東京都 中央区立明正小学校 瀬之上　綾音 1

横浜sea聞 東京都 豊島区立西池袋中学校 菊池　凜音 1

東港と船の活やくを見よう！ 新潟県 新潟市立青山小学校 滝澤　明里 5

優秀賞

優秀賞

～中学生・高校生部門～

国土交通大臣賞

（公財）日本海事広報協会会長賞

2021年度「ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞」上位入賞者一覧

～小学生部門～

国土交通大臣賞

（公財）日本海事広報協会会長賞

　　　1,141作品（小学生部門605作品、中学生・高校生部門524作品、チャレンジ部門12作品）　

　　　記載は作品名・都道府県名・学校名・氏名・学年の順。佳作ほか下記以外の賞は追ってHPに掲載

～各部門共通～

審査委員特別賞

日本内航海運組合総連合会会長賞

(一社）日本船主協会会長賞

(一社)日本造船工業会会長賞

(公社)日本港湾協会会長賞


