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C to Sea プロジェクト 

海や船が「楽しく身近な存在」になるための取組み。 

ポータルサイト「海ココ」→ 

 

 

 

 

 

 

 

中部運輸局は、国民の祝日「海の日」(７月１５日）を中心に、「海の月間」である７月

に、海事思想の普及を図るため、海事関係団体、関係自治体と連携して海に関わりの深い

様々な行事を取り組むこととしております。 

 

月間中は、中部地区（愛知・静岡・三重・福井各県）内において、別添資料のとおり体験

乗船や見学ツアーなどの海に関する様々なイベントが繰り広げられますのでお知らせしま

す。 

 

 なお、各イベントの内容や取材の可否等の詳細につきましては、それぞれに記載して

ありますイベント主催者（電話番号）にお問い合わせ願います。 

連絡先 

 中部運輸局海事振興部 

旅客課 柴垣、渡邉 

TEL ０５２－９５２－８０１３ 

（公社）中部海事広報協会 市川 

TEL ０５２－６５２－４０３９ 

 

資料１０ 

令和元年中部地区 

「海の月間」イベントのご案内 



令 和 元 年
中 部 地 区

「海の月間」イベントのご案内

名古屋港

「海の月間」７月１日～７月３１日
「海の月間」は、毎年７月１日～７月３１日
の間、海事関係団体・自治体と国土交通省が
力を合わせて実施している国民運動です。

「海の日」７月１５日（月）
海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁
栄を願う日で、本年の「海の日」は７月１５日
です。

中部運輸局・公益社団法人中部海事広報協会

写真データ提供：名古屋港管理組合



【愛知県】

船舶による一般公開・体験航海

○夏休み伊勢湾発見ツアー（事前募集）

名古屋港ガーデンふ頭～セントレア沖～名古屋港ガーデンふ頭（８月２３日予定）

〇海事施設見学会 （事前募集）

太平洋フェリー（株）「いしかり」など（７月２９日予定）

以上（公社）中部海事広報協会 052-652-4039

全国一斉ビーチウォーク＆クリーン

アップ大作戦（海浜清掃）

○名古屋市 名古屋港 ガーデンふ頭（７月７日）

２０１９年度「海の日」ビーチウォーク＆クリーンアップ

実行委員会 052-652-4039

全日本海員組合名古屋支部 052-651-5495

名古屋港ビーチウォーク＆クリーンアップ

○豊橋市 高豊校区豊橋表浜海岸（７月中旬）

高豊校区豊橋表浜海岸清掃協力会 090-4869-4925

伊勢湾発見ツアー

○海の日体験乗船

豊田自動織機海陽ヨットハーバー：蒲郡（７月１５日）

豊田自動織機海洋ヨットハーバー 0533-59-8851

○夏休みこども船長体験

伊勢湾フェリー船内操舵室（７月13日～９月１日

※8月10日～17日を除く）

伊勢湾フェリー0531-35-6217



○名古屋港水族館

サマーナイトアクアリウム （７月１５日、７月２０日～９月１日）

イルカのナイトパフォーマンス （７月１５日、７月２０日～９月１日）

特別展「カラフルコレクション～絢爛華麗な水の生き物たち～」

（７月１３日～）

（公財）名古屋みなと振興財団（名古屋港水族館） 052-654-7080

http://www.nagoyaaqua.jp/aqua/index.html

「海の月間」に関連するその他の行事

○第７３回海の日名古屋みなと祭

名古屋港ガーデンふ頭 （７月１５日）

海の日名古屋みなと祭協賛会事務局 052-654-7894

名古屋港水族館 052-654-7080

海の日名古屋みなと祭 花火

〇第１５回碧南ラジコンボート体験教室

碧南市勤労青少年水上ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ （７月２８日）

中部ラジコンボート連盟 090-1826-8713

〇海がつなぐ人びとのくらし展

ミツカンミュージアム （７月６日～２１日）

ミツカンミュージアム 0569-24-5111

〇おえかき水族館in伊勢湾フェリー

伊勢湾フェリー船内客室特設スペース

（７月２０日、２７日、８月２４日、３１日）

伊勢湾フェリー 0531-35-6217

○海洋安全教室「楽sea教室in常滑」

常滑市 NTPマリーナりんくう（未定）

（公社）中部小型船安全協会 052-653-2407

海洋教室・展示・講演会等

楽sea教室in常滑

【愛知県】



〇山と海で夏休みを楽しもう！（８月２５日）

豊川市：東三河ふるさと公園

東三河ふるさと公園 0533‐87‐9301

蒲郡市：豊田自動織機海陽ヨットハーバー

豊田自動織機海陽ヨットハーバー

0533-59-8851

○安全パトロール艇出艇式

豊橋港（７月１５日）

（公社）中部小型船安全協会 052-653-2407

〇海洋チャレンジレース（８月２６日）

蒲郡市：豊田自動織機海陽ヨットハーバー

豊田自動織機海陽ヨットハーバー 0533-59-8851

「海の月間」に関連するその他の行事

○豊橋みなとフェスティバル

三河湾（神野ふ頭カモメリア一帯） （７月１５日）

豊橋商工会議所 0532-53-7211

○蒲郡まつり

蒲郡ふ頭付近 （７月２８日～２９日）

蒲郡市役所観光商工課 0533-66-1120

○衣浦みなとまつり花火大会

衣浦港武豊北埠頭沖合海上 （７月２７日）

武豊町土木課 0569-72-1111

豊橋みなとフェスティバル

【愛知県】



【静岡県】

海の絵画・図画コンクール展

○第24回静岡市「海の日」図画コンクール展

フェルケール博物館、マリンビル（７月２日～７月３１日）

静岡県海事広報協会 054-354-3265

○海の絵画・図画ｺﾝｸｰﾙ展

下田市 伊豆クルーズ「サスケハナ号」

（7月下旬～８月予定）

伊豆海事広報協会 0558-22-1181

海洋教室・展示・講演会等

○2019年度海洋教室 （静岡市内小学校・事前募集）

清水港、清水CTフェルケール博物館、

東海大学海洋科学博物館・自然史博物館（７月３日、７月１２日）

静岡県海事広報協会 054-354-3265

○海のパネル展「田子の浦港の紹介」

富士市役所 （７月８日～１９日）

「海の日」田子の浦港実行委員会 0545-33-3111

○海洋科学博物館・自然史博物館ガイドツアー（事前募集）

海洋科学博物館・自然史博物館 （７月１５日）

東海大学海洋学部清水事務課 054-334-0412

○オープンキャンパス

体験型（ロープワーク、港内練習船乗船など）

国立清水海上技術短期大学校（７月１３日、２７日）

国立清水海上技術短期大学校 教務課 054-334-0922

オープンキャンパス 体験型

○オープンキャンパス

海洋学部博物館の無料見学及び海洋調査研修船『望星丸』の公開等

東海大学海洋学部 （８月９日、１０日）

東海大学海洋学部 清水教学課 054-337-0144

○裏も表もない水族館

東海大学 海洋科学博物館 （８月１９日～２３日）

東海大学 博物館業務課 054-334-2385

伊豆クルーズ（サスケハナ号）

○海フェスタしずおか
清水マリンビル等清水港周辺 （7月１３日～８月４日）

海フェスタしずおか実行委員会事務局 054-354-2344 



〇ふれてみてサメと海の生きものたち

海洋科学博物館 （８月３日～１８日）

〇サマースクール（小５対象） 「もっと魚を知ろう」

海洋科学博物館 （８月５日～６日）

〇特別展「海と水族館-水族館は小さな海-」

海洋科学博物館（７月２０日～１０月１４日）

〇ナイトアクアリウム

海洋科学博物館 （８月１０日～１８日、２４日～２５日）

〇恐竜ナイトツアー

自然史博物館 （７月２８日～２９日、８月３日～４日）

〇サマースクール（小６対象）「小さな生き物の図鑑をつくろう」

自然史博物館（８月６日～７日）

〇化石クリーニング

自然史博物館（８月１０日～１９日）

以上 東海大学博物館業務課 054-334-2385

○県民の日「清水港見学会」

清水港 （８月２１日）

清水港管理局企画整備課 054-353-2204

http://www.portofshimizu.com/

○２０１９年度ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学研究室へ～(事前募集)

調査船「望星丸」において、機器を使った測定・分析を体験

東海大学調査船「望星丸」着岸岸壁 （７月２８日）

東海大学海洋学部清水事務課 054-334-0412

海洋教室・展示・講演会等

【静岡県】

○第39回海洋祭

東海大学 海洋学部 （１１月１日～３日）

海洋祭実行委員会 054-334-0411



全国一斉ビーチウォーク＆クリーンアップ大作戦

（海浜清掃）

○富士市 田子の浦みなと公園 （７月７日、１５日予定）

田子の浦地区まちづくり協議会 0545-63-5209

カッター大会,ヨットレース、体験乗船等

○やいづ少年の船

焼津市 焼津港 （７月２４日～２６日 学校事前指定）

焼津市教育委員会 054-662-0511

○焼津市内中学校ボートレース大会

小川港（７月２７日）

焼津市水産教育研究会 054-624-6010

○浜名湖ミナトリング2019

浜名港 荷揚場（7月１３日～１４日）

浜名湖ミナトリング実行委員会事務局

静岡県浜松土木事務所都市計画課 053-458-7276

体験乗船

○伊東市 伊東港 （７月１２日予定）

伊東港連絡協議会 0557-32-1751

【静岡県】



在港船舶訪問等

○在港船舶訪問

清水港 （７月１３日）

清水港管理局企画整備課 054-353-2203

清水港・小川港 （７月１２日）

焼津漁協 054-628-7115

田子の浦港 （７月１９日）

田子の浦埠頭(株)  0545-33-3111

「海の月間」に関するその他の行事
○海上安全祈願祭

富士市 田子の浦港吉原埠頭 （７月１９日）

田子の浦埠頭(株)  0545-33-3111

○フェルケール博物館 小中学生の無料入館

静岡市 フェルケール博物館 （７月１５日）

フェルケール博物館 学芸部 054-352-8060

○第７２回清水みなと祭り (８月２日～４日）

海上花火大会（８月４日）

静岡市 清水港

清水みなと祭り実行委員会 054-354-2189

○国際信号旗掲揚

田子の浦港（７月１９日）

田子の浦埠頭(株)  0545-33-3111

○懸垂幕の掲揚

富士市内各所（７月１２日～１９日）

田子の浦埠頭(株)  0545-33-3111 

○海の日の旗・ポスター・懸垂幕の掲揚

焼津市内各所（７月１日～３１日）

焼津漁協 054-628-7115 

灯台のイラスト

練習船 かざはや

【静岡県】



○練習船「鳥羽丸」一般公開

四日市港 （８月４日）

〇体験航海四日市港めぐり（事前募集）

四日市港 （８月４日）

〇帆船「海王丸」（事前募集）

四日市港 （８月３日～４日）

以上四日市港まつり実行委員会

059-366-7022 

船舶による一般公開・体験航海

【三重県】

海の絵画・図画コンクール展

○絵画展

四日市港ポートビル （８月３日～１８日）

三重県海事広報協会 059-340-6430

海洋教室・展示・講演会等

○港湾関連及び一般の公共機関・団体による展示等

四日市港（８月４日）

〇ポートビルの展望展示室「うみてらす１４」の無料開放

四日市港ポートビル （８月３日～５日）

四日市港まつり実行委員会 059-366-7022

練習船「鳥羽丸」

全国一斉ビーチウォーク＆クリーンアップ大作戦

（海浜清掃）

○第４２回海の大清掃 鳥羽湾内 （７月７日）

鳥羽清港会 0599-25-1147



○海のバリアフリーまつり
マリーナ河芸 （９月１４日～１５日）

NPO法人 海の達人 059-245-5001 
http://www.umi-tatsujin.net/

「海の月間」に関するその他の行事

○「開港１２０周年特別事業」
四日市港 （８月２日～６日）
四日市港まつり実行委員会 059-366-7022

○灯台特別公開
鳥羽市 菅島灯台 （７月１３日）

鳥羽海上保安部 0599-25-2303

○海の博物館
「海の日」高校生以下の入館無料（７月１５日）

木の船を動かそう！ろこぎ体験（８月３日～８月５日、１０日～１２日）

アマモ場に行って、イカの卵を探そう！（要予約）（７月２１日）

磯でウミウシを探そう！（要予約）（７月２０日、８月３日、１７日）

漂着物で標本をつくろう！（要予約）（８月４日）

カニカゴ漁と柴づけ漁体験（要予約）（７月２６日、８月９日、８月２３日）

企画展「クジラはアートだ！」（７月１３日～１１月１７日）
海の博物館 （公財）東海水産科学協会 0599-32-6006 
http://www.umihaku.com/

カッター大会、ヨットレース、体験乗船等

○第２６回「親子で学習！」～親子でチャレンジ～（仮称）
津ボートレース場 （７月２４日）
三重県海事広報協会 059-340-6430

親子で学習

【三重県】



○船ってサイコー ２０１９
JMU津造船所見学と鳥羽商船高専の練習船
で体験航海（要予約）（７月２５日・８月１日）

NPO法人 故郷の海を愛する会 090-7612-2979
（一社）日本船主協会 03-3264-7181

〇安全パトロール艇出艇式
四日市港（８月４日）
（公社）中部小型船安全協会 052-653-2407 

○海洋安全教室「楽sea教室in河芸」
津市 マリーナ河芸（９月１４日）
（公社）中部小型船安全協会 052-653-2407

「海の月間」に関するその他の行事

安全パトロール出艇式（四日市）

○鳥羽みなとまつり
鳥羽港 （７月２６日）

鳥羽みなとまつり実行委員会 0599-25-1373

○鳥羽ビルフィッシュトーナメント国際大会
鳥羽湾 （８月２日～４日）

鳥羽・ビルフィッシュトーナメント実行委員会 0599-25-3019

○おわせ港まつり
尾鷲港 （８月３日)

尾鷲観光物産協会 0597-23-8261

○四日市みなとまつり
四日市港（８月５日）

四日市港まつり実行委員会 059-366-7022

四日市港まつり

【三重県】



【福井県】

○海上安全祈願祭
敦賀市 気比神宮 （７月１８日）

福井県海事広報協会 0770-22-0003

全国一斉ビーチウォーク＆クリーンアップ大作戦

（海浜清掃）

○敦賀市 気比の松原 （７月１５日予定）
気比の松原を愛する会 0770-23-8990

カッター大会、体験乗船等
○モーターボート選手とのペアボート体験試乗＆遊覧船ツアー
三国ボートレース場・東尋坊遊覧船 （８月４日予定）

福井県海事広報協会（福井運輸支局内） 0770-22 -0003

○敦賀港カッターレース
敦賀港 （７月１４日）

敦賀港カッターレース実行委員会 090-2120-4925

「海の月間」に関するその他の行事

ペアボート体験試乗

東尋坊遊覧船



「海の日」の由来

７月２０日は、明治天皇が明治９年東北ご巡幸の帰途、灯台視察船
「明治丸」で、青森から函館を経て横浜にご安着された日です。昭和１
６年６月、この横浜港入港の７月２０日を「海の記念日」と定め、海事
思想の普及を図ることになりました。

その後、国民各層に親しまれてきました「海の記念日」を国民の祝日
にしようとの世論が高まり、平成８年から７月２０日が「海の恩恵に感
謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」として国民の祝日「海の
日」になりました。さらに平成１３年６月、「国民の祝日に関する法律
の一部を改正する法律」が成立したことにより、「海の日」は平成１５
年から７月の第三月曜日となり、三連休化されております。

○「海の日」記念式典 海事関係功労者の表彰

７月１7日 四日市市（四日市商工会議所）

７月１８日 鳥羽市（鳥羽商工会議所）

７月２５日 清水市（清水港湾合同庁舎）

７月１８日 敦賀市（ニューサンピア敦賀）

７月２５日 下田市（下田市民文化会館）

○汽笛の一斉吹鳴

港内に停泊中の船舶による汽笛の一斉吹鳴

７月１５日 清水港・焼津港

７月１９日 田子の浦港

【中部運輸局管内合同】

C to Seaプロジェクト
海や船が「楽しく身近な存在」になるための取組み。

ポータルサイト「海ココ」→



東山ｶﾞｰﾃﾞﾝ1号
（東山ｶﾞｰﾃﾞﾝ）

ｵｰｼｬﾝﾌﾟﾘﾝｾｽ
（ｴｽﾊﾟﾙｽﾄﾞﾘｰﾑﾌｪﾘｰ）

いしかり（太平洋ﾌｪﾘｰ）さちかぜ（西尾市）

かがやき（鳥羽市）

中部管内で運航している旅客船

富士（ふじさん駿河湾ﾌｪﾘｰ）

中部運輸局海事振興部 〒460－8528 名古屋市中区三の丸2-2-1
TEL 052-952-8013  FAX 052-952-8084

公益社団法人 海事広報協会 〒455－0032 名古屋市港区入船2-2-14（藤洋ビル）
TEL 052-652-4039   FAX 052-355-6070


