
※実施予定日順

実施予定日 場　　　所 問い合せ先

1 横浜みなと博物館 （公財）帆船日本丸記念財団

　０４５－２２１－０２８０

2 横浜市内 （公社）関東海事広報協会

　０４５－２０１－６５７５

3 第三管区海上保安本部 期間中 海上保安資料館横浜館 第三管区海上保安本部　総務課

　 （７月１日（月）～７月３１日（水）） 　０４５－２１１－１１１８

4 「海の月間」横浜地区実行委員会 ７月中 横浜港内停泊中の船舶 関東運輸局　海事振興部　旅客課

全日本海員組合関東地方支部 　０４５－２１１－７２１４

横浜船主会 

船員災害防止協会関東支部

（公社）関東海事広報協会

＊関東運輸局

5 「海の月間」横浜地区実行委員会 ７月５日（金） 　１１：３０～１３：００ 成田山横浜別院（横浜市西区） （公社）関東海事広報協会

全日本海員組合関東地方支部 　０４５－２０１－６５７５

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

＊（公社）関東海事広報協会

6 ７月６日（土）～７月７日（日） 日本丸シーカヤックパーク （公財）帆船日本丸記念財団

横浜市カヌー協会 　０４５－２２１－０２８０

7 （展示） 横浜みなと博物館ロビー （公社）関東海事広報協会

７月６日（土）～７月１５日（月） 　０４５－２０１－６５７５

１０：００～１７：００

（展示） 大さん橋ホール

７月２０日（土）～７月２１日（日）

（展示） 横浜第二合同庁舎１階ロビー

８月１日（木）～８月９日（金）

９：００～１７：００

8 横浜港ボート天国実行委員会 臨港パーク前面海域　他 横浜港ボート天国推進連絡協議会　事務局

横浜港ボート天国推進連絡協議会 ①７月７日（日）　１１：００～１６：００ ①金沢区福浦沖 　０４５－６８１－３７３１

②７月７日（日）　１０：００～１６：００ ②、③臨港パーク前面海域

③８月１８日（日）　９：００～１４：００

9 ７月１３日（土）～７月１４日（日） 山下公園及びその周辺 （公財）横浜観光コンベンション・ビューロー

＊（公財）横浜観光コンベンション・ビューロー 両日とも１１：３０～２０：３０ 　０４５－２２１－２１１１

10 関東運輸局 ７月１５日（月・祝）正午 横浜港内に停泊中の船舶 関東運輸局　海事振興部　旅客課

　０４５－２１１－７２１４

11 ７月１５日（月・祝） 日本丸メモリアルパーク内 （公財）帆船日本丸記念財団

　０４５－２２１－０２８０

12 ７月１５日（月・祝） 帆船日本丸 （公財）帆船日本丸記念財団

　０４５－２２１－０２８０

13 ７月１５日（月・祝） 帆船日本丸 （公財）帆船日本丸記念財団

①１３：００～１３：３０ 　０４５－２２１－０２８０

②１４：００～１４：３０

14 ７月１５日（月・祝）～９月２９日（日） 横浜みなと博物館 （公財）帆船日本丸記念財団

　０４５－２２１－０２８０

15 ○ガイドマップ発行 関東旅客船協会

７月１５日（月・祝） 　０３－５７３３－４８６３

○写真募集期間

７月１５日（月・祝）～１２月３１日（火）

16 横浜海上保安部 ７月１８日（木） 横浜海上保安部 横浜海上保安部　管理課

　０４５－６７１－０１１８

１日３千発の花火の打上げ、海難レスキューのデモンストレーション、港で働く
船のパレードが山下公園前海上で行われるほか、公園内で披露されるステー
ジパフォーマンスと横浜の老舗や世界の食のレストラン、また山下公園通りを
練り歩く国際色豊かなパレードなど多彩なプログラムを展開する。

海の日を祝い、国際信号旗をつづり合わせて船首から各マストの頂を通して、
船尾まで掲揚します。

柳原良平アートミュージアム特集展示

（公財）帆船日本丸記念財団

帆船日本丸　満船飾

（公財）帆船日本丸記念財団

帆船日本丸　総帆展帆

帆船日本丸　親子展帆

表敬慰労訪船

２０１９年「海の月間」に横浜地区で行われるイベント及び広報活動

ポスターの配布及び掲示 ６月下旬～７月上旬に配布、月間期
間中掲示

（公社）関東海事広報協会

横浜スパークリングトワイライト２０１９

３月２６日（火）～８月２５日（日）

（公財）日本海事広報協会

（公社）関東海事広報協会

「ボクが好きな客船」をテーマに柳原良平氏の作品を展示します。

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。

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。

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

行事等の名称 概　　要

海上保安資料館横浜館（工作船資料
館）における周知活動

主催者等（＊印 事務局）

日本海事広報協会の作成による「海の日」ポスターを、同協会または関東海
事広報協会を通じて関係各機関・団体等へ配布して掲示を依頼、各機関に
おいて掲示する。

第５６回関東地区中学生海の絵画コン
クール作品展

（公財）帆船日本丸記念財団

カヌーポロ競技を通して、青少年の健全な育成と普及発展を目指すとともに、
横浜の水辺を利活用する。

海上保安資料館において、「海の月間」に関する各種ポスター等を掲示し啓
発活動を行う。

「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。ガイドマップには「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。（特
別賞受賞作品は、翌年のガイドマップの表紙に採用される）

帆船日本丸の大きな一枚の帆を広げます。親子でも子供だけでもご参
加いただけます。

横浜港に入港・停泊中の船舶を訪問し、乗組員の航海の労をねぎらうととも
に、記念品を贈呈する。

物故船員慰霊祭

令和元年「海の日」における横浜海上
保安部長表彰式典

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。

開館30周年記念企画展「オドロキ！日
本・海の環境と開発～海といつまでも」

海運や造船界、また横浜港で進められている海洋環境保全の取組や、
海洋再生可能エネルギーの開発、海洋資源探査など日本の海を活用し
ていくための多彩なチャレンジを紹介します。

訓練を受けたボランティアの協力により、全ての帆を広げる総帆展帆を年間
約12回実施しています。白い帆を広げ「太平洋の白鳥」と呼ばれた美しい姿を
ご覧ください。

国民の祝日「海の日」に際し、永年に渡り海上保安業務にご支援、ご協力をい
ただいた方々に、そのご功績に対し感謝の意を表するため、表彰式典を執り
行うもの。対象者３名を予定。

「関東の旅客船おでかけガイドマップ」
の発行及び「関東の旅客船フォトコン
テスト」の開催

第８回帆船日本丸カヌーポロ大会兼
関東カヌーポロリーグ神奈川大会

第３２回横浜港ボート天国
①ＹＹＣ横浜市長杯ヨットレース
②横浜港ボート天国開会式
③アイランドクルーズインターナショナ
ルヨットクラブ体験乗船会　　　他

汽笛の一斉吹鳴

（公財）帆船日本丸記念財団

横浜スパークリングトワイライト実行委員会

（公財）帆船日本丸記念財団

（公財）帆船日本丸記念財団

関東旅客船協会

海の日を祝して、７月１５日（月・祝）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する。
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実施予定日 場　　　所 問い合せ先行事等の名称 概　　要 主催者等（＊印 事務局）

17 「海の月間」横浜地区実行委員会 ７月２０日（土）　８：００～１５：００ 大黒ふ頭中央公園広場 全日本海員組合　関東地方支部

＊全日本海員組合関東地方支部 　（1９と共催） 　０４５－４５１－５５８０

横浜市港湾局

（一社）横浜港振興協会

（公社）関東海事広報協会　　　　　　他

18 ７月２０日（土）～７月２１日（日） 大さん橋ホール 関東運輸局　海事振興部　旅客課

（独）海技教育機構 　０４５－２１１－７２１４

（独）海技教育機構　企画調整部　業務推進課

　０４５－２１１－７３１４

19 横浜港国際船員スポーツ大会実行委員会 ○ソフトボール（１７と共催） ○ソフトボール 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２０日（土） 大黒ふ頭中央公園広場 　０４５－６７１－７２４１

８：００～１５：００

○卓球、バスケットボール等 ○卓球、バスケットボール等

９月１６日（月）～９月２０日（金） ユナイテッドシーメンスクラブ（本牧）

20 みなと祭行事港湾実行委員会 ７月２２日（月） 大さん橋ホール みなと祭行事港湾実行委員会

　　 ＊（一社）横浜港振興協会 式典　　１５：３０～１６：１０ 　０４５－６７１－７２４１

懇親会　１６：１５～１７：３０

21 関東運輸局 ７月２３日（火）　１４：００～ 横浜市開港記念会館

関東地方整備局

第三管区海上保安本部

22 ７月２５日（木） 日本丸メモリアルパーク内訓練センター （公財）帆船日本丸記念財団

①９：３０～１１：３０ 　０４５－２２１－０２８０

②１３：３０～１５：３０

23 みなと祭行事港湾実行委員会 ７月２６日（金） 横浜港内一周及び みなと祭行事港湾実行委員会

 　　 ＊（一社）横浜港振興協会 ７月３０日（火） ２６日　出田町青果ふ頭 　０４５－６７１－７２４１

両日とも １３：００～１６：３０ ３０日　本牧日産専用ふ頭

24 ７月２６日（金） 日本丸メモリアルパーク内訓練センター （公財）帆船日本丸記念財団

①９：３０～１２：００ 　０４５－２２１－０２８０

②１３：３０～１６：００

25 関東地方整備局       ７月２７日（土） 横浜港新港ふ頭５号岸壁 関東地方整備局　海洋環境・技術課

第三管区海上保安本部 　０４５－２１１－７４２０

横浜市

26 ７月２７日（土） 日本丸メモリアルパーク内訓練センター （公財）帆船日本丸記念財団

①９：３０～１２：００ 　０４５－２２１－０２８０

②１３：３０～１６：００

27 「海の月間」横浜地区実行委員会 ７月２７日（土）　１０：００～１１：３０ 横浜港内 （公社）関東海事広報協会

＊（公社）関東海事広報協会 　０４５－２０１－６５７５

関東運輸局

28 ７月２８日（日） 日本丸シーカヤックパーク （公財）帆船日本丸記念財団

①９：００～１０：３０ 　０４５－２２１－０２８０

②１０：３０～１２：００

③１３：００～１４：００

29 ７月３１日（水） 海洋研究開発機構横浜研究所 （公財）帆船日本丸記念財団

　０４５－２２１－０２８０

30 ８月１日（木） 関東地方整備局　横浜港湾空港技術調査事務所

  ０４５－４６１－３８９２

　

31 ＊（公社）関東海事広報協会 ８月２１日（水）　８：００～１８：３０ 横浜港 （公社）関東海事広報協会

関東運輸局   ０４５－２０１－６５７５

　

アサリ「わくわく調査」

「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。

「海洋都市横浜うみ博２０１９」における
ブース展示等

パネル展示、回収ゴミ展示を通じ、東京湾の環境保全の重要性を説明するこ
とにより地元からの理解、支援の拡大を期待する。

ソーラーで動く船をつくる工作教室

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。

船舶や生き物など、海の多彩な魅力を楽しみながら学べる、体験・参加型の
イベント「海洋都市横浜うみ博」（主催：海洋都市横浜うみ協議会（事務局：横
浜市政策局）、ターゲット：未就学児～小学生及びその保護者等）において、
以下のとおりブース展示等を行う。

■関東運輸局
○ブース展示（船の塗り絵からオリジナル缶バッジ作成、船のペーパークラフト
や海運・船員の仕事紹介DVD等の配布等）
○ワークショップ（ライフジャケットの着用体験）
○ステージプログラム（女性船員による講演会「海の女子会」の開催）

■海技教育機構
○海事思想の普及を目的としたブース出展
○訓練用救命いかだの展示（予定）

「海の日」表彰式典  

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”

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　総務部　人事課
　０４５－２１１－７２０６
関東地方整備局　港政課
　０４５－２１１－７４０６
第三管区海上保安本部　人事課
　０４５－２１１－１１１８

（公財）帆船日本丸記念財団

横浜港湾空港技術調査事務所敷地内「潮彩の
渚」

（公財）帆船日本丸記念財団

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
に親しみます。

カヌーポロ教室

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。

カヌーに乗って水上で行うハンドボールとバスケットボールを合わせたようなス
ポーツ、カヌーポロを開催。

関東地方整備局横浜港湾空港技術調査事務所

（公財）帆船日本丸記念財団

（公財）帆船日本丸記念財団

「海の月間」よこはま港親子乗船見学
会

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１００名）。

モーターで動く船をつくる工作教室 モーターで動く船の模型をつくり、船の形やプロペラの位置による動き方の違
いなどを知り、船に親しみます。

（公財）帆船日本丸記念財団

関東運輸局

ポンポン船をつくる工作教室

港内見学会   

優良海事関係者表彰式

関東海っ子塾２０１９ 関東の海なし県（栃木、群馬、埼玉、山梨）の子ども達を対象とした
体験乗船会及び海事・港湾関係施設見学会を実施します。

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

「海の日」と「勤労青少年の日」の意義を広く知ってもらうため、横浜港で働く海
事関係者、その家族に呼びかけ、ソフトボール競技での交流・親睦を図る。

横浜港国際船員スポーツ大会 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、ソフト
ボール、卓球、バスケットボール等の競技を行う。

開館30周年記念企画展「オドロキ！日
本・海の環境と開発～海といつまでも」
関連事業
海洋研究開発機構横浜研究所見学
会

地球環境の情報データセンターの役割があり、世界中から研究・観測
データが集まる海洋研究開発機構横浜研究所を見学します。

蒸気の力で動くポンポン船の模型をつくり、走らせて蒸気の働きを知り船に親し
みます。

2 / 2 


