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春(4,5,6月）

開催期間 イベント 会場 実施団体等

2021年4月15日～18日
4月1日～4月30日（バーチャル）

ジャパンインターナショナルボートショー2021 ★
横浜ベイサイドマリーナ会場
バーチャルボートショー

（一社）日本マリン事業協会

2021年4月23日～27日 長崎帆船まつり
長崎港（長崎水辺の森公園・出島ワーフ周
辺）

長崎市

5月1日～10月31日 マリーンウィーク キャンペーン 全国各地 (一社)日本マリーナ・ビーチ協会

「こどもの日」 「こどもの日」小学生乗船無料キャンペーン 全国各地 （一社）日本旅客船協会

5月中旬 東京みなと祭 東京港 東京みなと祭運営事務局

5月3日・4日 博多どんたく港まつり 福岡市内各所，博多駅前，どんたく広場 福岡市民の祭り振興会

ゴールデンウィーク中 那覇ハーリー 那覇新港ふ頭 那覇市観光協会

2021年5月20日～22日 バリシップ テクスポート今治他 UBMジャパン株式会社

6月～8月 海浜清掃 全国各地 各自治体等

例年開催される主な海のイベントを紹介します。
新型コロナウイルスの影響に伴い、
イベントが延期や中止になることがありますので、
イベントリンク先のHPでご確認ください。

★：2021年度にオンラインで開催されるイベント
◆：2020年度にオンラインで開催されたイベント

夏(7,8,9月）

開催期間 イベント 会場 実施機関等

7月～8月 海洋都市横浜うみ博 ◆ 横浜・大さん橋国際客船ターミナル内 海洋都市横浜うみ協議会

2021年7月7日～9日 ジャパンインターナショナルシーフードショー 東京ビッグサイト青海展示棟 （一社） 大日本水産会

「海の日」 「海の日」小学生乗船無料キャンペーン 全国各地 （一社）日本旅客船協会

7月～8月下旬
海と日本PROJECT
「この地球で一番大きな工業製品『船』を見に行こ
う‼」

全国各地 （一社）日本中小型造船工業会

7月～8月 「船ってサイコ～」せんきょう夏休みキャンペーン 全国各地 （一社）日本船主協会

7月中旬 美ら海体験教室 宜野湾市 （公社）日本海洋少年団連盟

7月中旬 マリンフェスタ in 小樽
小樽築港臨海公園、小樽港マリーナ（小樽
海の駅）

「マリン・フェスタin 小樽」
実施機関連絡会

7月中旬 むろらん港まつり 室蘭港 むろらん港まつり実行委員会

7月中旬 八甲田丸港フェスタ
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

NPO法人あおもりみなとクラブ

https://www.marine-jbia.or.jp/boatshow2021/
https://www.at-nagasaki.jp/festival/spring/hansen/
http://www.jmba.or.jp/
https://www.jships.or.jp/index.php
https://www.tokyoport.or.jp/minato71/index.html
https://www.dontaku.fukunet.or.jp/
https://www.naha-navi.or.jp/magazine/2019/05/14046/
https://www.bariship.com/
http://umihaku.jp/
https://www.seafood-show.com/japan/
https://www.jships.or.jp/index.php
http://www.cajs.or.jp/index.html
http://www.cajs.or.jp/index.html
https://www.jsanet.or.jp/event/event_list.html
http://www.jsf-japan.or.jp/content/13churaumi.php
https://www.gutabi.jp/spot/detail/2983
http://iburi.net/minato/index.html
https://aomori-hakkoudamaru.com/index.html
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夏(7,8,9月）

開催期間 イベント 会場 実施機関等

7月中～下旬 青森安潟みなとまつり（青森港海のボート天国） 青森港新中央埠頭 青森安潟みなとまつり実行委員会

7月「海の日」 塩竈みなと祭 塩釜港ほか 塩竈みなと祭協賛会

7月中旬 大阪港みなとまつり 大阪港
大阪市港湾局営業推進室開発調整課集客施設
グループ

7月「海の日」 神戸港ボート天国 神戸港 神戸観光局港湾振興部

7月下旬 Kobe Love Port・みなとまつり 神戸港 みなとまつり実行委員会

7月中旬 関門港ボート天国
門司港レトロ地区と関門港門司区第一船だ
まり及びその付近海域

関門港ボート天国推進協議会

7月「海の日」と前日 小松島港まつり 小松島港 小松島港まつり運営委員会

7月中旬 唐津港まつり海のカーニバルinからつ 唐津東港一帯 海のカーニバルinからつ実行委員会

7月下旬 ながさきみなとまつり 長崎水辺の森公園、長崎港 ながさきみなとまつり実行委員会

7月「海の日」 みすみ港祭り 三角東港 海の日協賛みすみ港祭り実行委員会

7月中旬 石垣港みなとまつり 石垣港離島ターミナル・旧離島桟橋周辺 石垣港みなとまつり実行委員会

7月中旬 夏の施設一般公開
国土技術政策総合研究所
港湾空港技術研究所

国土技術政策総合研究所
港湾空港技術研究所

7月「海の日」 「海の日」記念オーシャンカップ競走 全国各地 （一財）日本モーターボート競走会

2021年7月23日～25日 全国水産・海洋高等学校カッターレース大会 島根県 全国水産高等学校長協会

7月「海の日」前後 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 灯台一般公開 全国各地 各地区海上保安部

8月初旬 函館港まつり 函館港 函館港まつり実行委員会

2021年8月27日～29日 清水みなと祭り 清水港 清水みなと祭り実行委員会

8月～9月 新潟みなと水遊記 新潟港 新潟みなとまちづくりネットワーク事務所

8月～9月 日本の海洋画展 東京芸術劇場、福岡アジア美術館 （一財）全日本海員福祉センター

9月末～10月初旬 戦時徴用船遭難の記録画展 大久保一郎画伯遺作 （公財）日本殉職船員顕彰会

秋(10,11,12月）

開催期間 イベント 会場 実施機関等

2021年10月3日 海の日名古屋みなと祭 名古屋港ガーデンふ頭一帯 海の日名古屋みなと祭協賛会事務局

2021年10月9日・10日 門司みなと祭 門司地区一帯 門司みなと祭協賛会

10月 東京湾大感謝祭 ◆横浜赤レンガ倉庫周辺 東京湾大感謝祭実行委員会

10月中旬 関西フローティングボートショー 新西宮ヨットハーバー内特設会場 （一社）日本マリン事業協会 関西支部

10月 Techno-Ocean 神戸国際展示場
Techno-Ocean 実行委員会事務局
（（一財）神戸観光局内）

2021年10月～11月 戦没・殉職船員追悼式 観音崎公園「戦没船員の碑」 （公財）日本殉職船員顕彰会

11月 灯台一般公開 全国各地 各地区海上保安部

★：2021年度にオンラインで開催されるイベント
◆：2020年度にオンラインで開催されたイベント

https://aomori-yeg.jp/report/yasukata/2019/06/26/1711.html
http://kankoubussan.shiogama.miyagi.jp/tourism/minato-matsuri.php
https://www.city.osaka.lg.jp/port/page/0000435491.html
http://www.kobe-meriken.or.jp/
http://minatomatsuri.jp/
https://www.mojiko.info/event/ev148.html
https://www.city.komatsushima.lg.jp/komatsushima-navi/spots/5190.html
https://matsuri-no-hi.com/matsuri/40350
https://www.minatomatsuri.com/
https://www.misumimatsuri.com/
https://yaimatime.com/events/2333/
http://www.ysk.nilim.go.jp/
https://www.boatrace.jp/owpc/pc/data/record/list?category=2400
http://zensuikyo2018.g2.xrea.com/katta.html
http://www.umitonagisa.or.jp/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/koutsuu/lighthouse-anniversary.html
http://www.hakodate-minatomatsuri.org/
https://www.minatokappore.jp/
http://www.niigata.pa.hrr.mlit.go.jp/10/433/
https://www.jss01.jp/publics/index/18/
http://www.kenshoukai.jp/oshirase/oshirase.htm
http://www.nagoya-port-festival.com/
https://www.kitakyushucci.or.jp/mojiminato/
https://tokyobayfes.jp/
http://kansai-boatshow.jp/
https://www.techno-ocean2020.jp/
http://www.kenshoukai.jp/oshirase/oshirase.htm
https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/koutsuu/lighthouse-anniversary.html
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冬 (１,２,３月）

開催期間 イベント 会場 実施機関等

1月下旬
ミス日本ミス日本コンテスト（ミス日本「海の日」
の決定）

京王プラザホテル ミス日本コンテスト事務局

2月下旬 シーフードショー大阪
ATCホール（アジア太平洋トレードセン
ター）

（一社） 大日本水産会

３月 広島みなとフェスタ ◆ 広島みなと公園及びその周辺・似島 広島みなとフェスタ実行委員会

オールシーズン

イベント 会場 実施機関等

長崎開港450周年 長崎港 長崎開港450周年事業実行委員会事務局

船との出会い事業(体験乗船・海の施設見学等） 全国各地 各地方海事広報協会

進水式・工場の見学会 全国各地 （一社）日本中小型造船工業会

J-CREWプロジェクト～やっぱり海が好き～キャラバン隊 全国各地 J-CREWプロジェクト

帆船「海王丸」体験航海等 海王丸 （公財） 海技教育財団

コンクール

コンクール名 応募期間 発表日 実施機関等

人と海のフォトコンテスト「マリナーズ・アイ」 2021年5月20日必着 2021年5月27日 （一財）全日本海員福祉センター

未来に残そう青い海図画コンクール 6月～9月初旬 10月末 海上保安庁、（公財）海上保安協会

我ら海の子展 6月末締め切り 7月末
（一財）サークルクラブ協会
（公社）日本海洋少年団連盟

ジュニア・シッピング・ジャーナリスト賞 5月末～11月初旬 ２月中旬 （公財)日本海事広報協会

「海の日」ポスターコンクール 7月20日～12月初旬 4月初旬 国民の祝日「海の日」海事関係団体連絡会

「豊かなウォーターフロント」フォトコンテスト 7月1日～9月30日 10月下旬 （公社)日本港湾協会、港湾海岸防災協議会

灯台絵画コンテスト 9月初旬締め切り 10月中旬 （公社）燈光会

シップ・オブ・ザ・イヤー ３月末締め切り ７月 授賞式 （公社） 日本船舶海洋工学会

横浜港客船フォトコンテスト 1月初旬～中旬 3月初旬 （一社）横浜港振興協会

★：2021年度にオンラインで開催されるイベント
◆：2020年度にオンラインで開催されたイベント

https://www.missnippon.jp/
https://www.seafood-show.com/osaka/
https://minatofesta.com/
https://nagasakiport450th.jp/
https://www.kaijipr.or.jp/fune/
http://www.cajs.or.jp/index.html
https://j-crewproject.jp/
http://www.macf.jp/voyage/index.html
https://www.jss01.jp/publics/index/17/
https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku/environment/contest/index.html
http://aqua.club.or.jp/index.html
https://www.kaijipr.or.jp/jsj/
https://www.kaijipr.or.jp/uminohips/
https://www.phaj.or.jp/photo/index.html
https://www.tokokai.org/picture/pic00/
https://www.jasnaoe.or.jp/soy/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/minato/kyakusen/contest/

