
  
 

中部運輸局海事振興部 

令和元年 8 月 27 日 

定例記者懇談会発表 

 連絡先： 

国土交通省 中部運輸局 海事振興部 

船舶産業課 松井、薄井 

TEL 052-952-8020 
 

 

 NPO 法人 海の達人（注）が主催する第 14 回「海のバリアフリーまつり」が三重県津

市の「マリーナ河芸」（みえ・かわげ海の駅）において開催されます。 

 まつりでは、障がい者福祉や海洋レジャー関連団体などの協力とボランティアスタッフ

の支援を受けて、体験乗船やマリンスポーツなどのイベントが催されます。イベントを通

じて、来場者が体感し、交流を深め、海と言うフィールドが障がいの有無や年齢に関係な

く楽しんでもらえる場であることを広く知ってもらうことが期待されます。 

 中部運輸局では、まつりの後援とともに、三重運輸支局がブースを出展し、こども船舶

操縦免許証の発行、船舶の安全対策・海の駅の PR 活動などを行います。 

（注）NPO 法人 海の達人は、誰もが安全に海を楽しめる環境づくりに取り組んだことが評価され、

平成 25 年 1 月、第 6 回国土交通省バリアフリー化推進功労者大臣表彰を受賞しています。 

 

記 

 

日時：令和元年 9 月 14 日（土）・15（日）10:00～16:00 ※荒天時は翌週に順延 

 

場所：マリーナ河芸（みえ・かわげ海の駅） 

     三重県津市河芸町東千里 854-3 TEL：059-245-5001 

 

主催：NPO 法人 海の達人（後援）中部運輸局・第四管区海上保安本部・三重県・津市等 

 

主なイベント（参加無料） 

○体験乗船   ：障がい者も操作できる小型ヨット「アクセスデインギー」など 

○音楽イベント：地元高校生・子供たちの演奏、音楽家によるコンサートなど 

○海の運動会 ：カヌーを操りながらの玉入れ、パン食い競走など） 

○展示・販売 ：木工品の展示・販売、福祉車両の展示・電動車いすの体験など 

※詳細は、別添又は以下の NPO 法人 海の達人の海のバリアフリーまつりのサイトを

参照ください。イベント、スケジュールは当日までに一部変更することがあります。 

https://2019barrierfree-fes.mie-daiichi.com/  

第 14 回「海のバリアフリーまつり」開催のお知らせ 
バリアフリーマリーナで 2 日間、さまざまなマリンスポーツをエンジョイ!! 

 

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」→ 



○イベントの様子など（昨年まで） 

 

(1) 体験乗船 ～ アクセスデインギー（写真左）・シーカヤック（写真右）など 

 アクセスデインギーは、障がい者も、安全にセーリングができる小型のヨットです。船

体の下に通常より重い安定板（センタボード）を取り付けているので、安定性がよく船上

で体重移動をしなくても操縦できます。 

 スタッフが同乗しますので安心して操船を体験することができます。 

  

 

(2) 三重運輸支局の出展ブース 

 こども船舶操縦免許証の発行、海の駅の周知活動、石川商工(株)（三重県伊勢市）の協力

を得て救命いかだ・救命胴衣の展示などを行いました。 

  

 



多彩な船とマリンスポーツを、障がいの有無や年齢に関係なく、バリアフリーマリーナで
安全に楽しく「気持ちいい海」２日間を、体感してみてください！！

気持ちいい海、体感。 『第1４回 海のバリアフリーまつり』

入場無料
会場／マリーナ河芸 三重県津市河芸町東千里 854-3

2019年 9/14 ・9/152019年 9/14 ・9/15
※雨天の場合は翌週順延※雨天の場合は翌週順延

YACHT BOAT HOUSEBOAT

DINGHY KAYAK BIGSUP

乗船体験

操船体験

ヨット、ボート、ハウスボートに乗ってクルージング！

アクセスディンギー・シーカヤック・BIGSUPを体験してみよう！
スタンドアップパドルボート

バリアフリーマリーナで2日間、さまざまなマリンスポーツをエンジョイ！！

第14回



https://2019barrierfree-fes.mie-daiichi.com/

特設サイトバリアフリー
ま つ り

後  援

協  賛

協  力 http://www.umi-tatsujin.net

国土交通省中部運輸局　第四管区海上保安本部　三重県　津市 　（一財）みなと総合研究財団　（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会　（公財）Ｂ＆Ｇ財団     白塚漁業協同組合
NPO法人海に学ぶ体験活動協議会 （株）中日新聞社　三重テレビ放送（株）　三重エフエム放送（株）　（公社）三重県障害者団体連合会　（一財）岐阜県身体障害者福祉協会（順不同）

（株）マリーナ河芸　（株）ダイイチ　ヤマハ発動機（株）　（株）第一楽器　（一財）日本海洋レジャー安全・振興協会　ヤマハボート安全会・マリーナ河芸安全会（順不同）　

四日市海上保安部　（公社）中部小型船安全協会　NPO法人おとのわ　 NPOセイラビリティ三重（伊勢・津・河芸）　NPO法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
（社福）AJU自立の家　NPO法人セイラビリティジャパン　㈱セリオ  Ｂ＆Ｇかわげ海洋クラブ（順不同）
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ハンディキヤップがあっても、小さな子でもお年寄り
の方でも操船できる免許不要のヨット「アクセスディ
ンギー」。ほとんど転覆しない安全な船なのでぜひ気
軽に乗ってみて。

障がい者のためのセーリング支援活動としてイギリスでスタート。
自分自身でヨットを操作することを通じ、障がい者をはじめ、子ども、
高齢者の自立心と自信を生み出すことができる
と評価を得てきました。三重の海のよさを再認
識してもらいたい、また障がい者を含む青少年、
子ども、高齢者が楽しく活動できる場を作りた
いという思いからマリンスポーツを愛する仲間
たちが集結。伊勢、津、河芸に活動拠点を置き、
入会や参加はどの拠点からでも可能です。

フラットな構造で車いすごと乗れるハウスボートで海
に出よう！ 二階からの眺めも最高！

NPO法人海の達人では、海の楽しさ・素晴ら
しさを共に伝える「Masters登録」、アクセス
デインギーでセーリングを楽しむ「セイラビリ
ティ河芸＆AJU」、ボランティアスタッフな
ど、各種会員＆スタッフを随時募集中。海が好
きな方、マリンスポーツに興味のある方は、ぜ
ひ一度お問い合わせください！！ 

NPO法人海の達人では、海の楽しさ・素晴ら
しさを共に伝える「Masters登録」、アクセス
デインギーでセーリングを楽しむ「セイラビリ
ティ河芸＆AJU」、ボランティアスタッフな
ど、各種会員＆スタッフを随時募集中。海が好
きな方、マリンスポーツに興味のある方は、ぜ
ひ一度お問い合わせください！！ 

スイスイ進むシーカヤックで気持ちいい水上散歩はい
かがですか？ スタッフが一緒にサポート乗船しますの
で安心してどうぞ。

SUPとは、Stand Up Paddleの略称。その名の通り、
サーフボードの上に立ってパドルを使い海の上をスイ
スイ漕いで遊ぶスポーツです。

● ボートやヨットには定員がございます。当日先着順でお受けし 
　ますのでご了承ください。
● 体験をされる方は必ず総合受付にて手続きをお願い致します。
● 障がい者団体の予約を優先的にお受けしますのでご了承くだ
　さい。
● 雨天・荒天が予測される場合は翌週に延期させていただきます。
● イベント実施の可否はイベント前日の夕方頃に「NPO法人
　海の達人ホームページ内」及び「特設サイト」にて発表いたし
　ます。
● 晴天時でも海況により一部のイベントを中止させていただく場
　合がございます。
● イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。

プレジャーボートやクルーザーヨットに乗って河芸の
海をクルージング。運が良ければ、イルカやウミガメ
に会えるかも！

セイラビリティ活動

NPO法人「海の達人」に参加しませんか

アクセスデインギー体験

シーカヤック体験

BIGSUP体験

ボート・ヨット乗船体験

操船・乗船体験について
ハウスボート乗船体験

14 日、 15 日共通のイベント

　ボート免許の制度は、ハンディキャップがあっても
障がいをサポートする装備あればの「設備限定」で
取得ができます。実際の実技講習で使用するバリア
フリー仕様の教習艇で、エンジン付きボートの操船を
体験してみてください。

バリアフリー教習艇試乗体験

mail：masters@umi-tatsujin.net

14 日（土曜日）のイベント

音楽こそバリアフリー。音楽を心か
ら楽しもう！障がいを持ったメン
バーも一緒に楽しんでいるグループ
など元気なステージを披露します。

バリフリげんきステージ 13:00～16:00

想像力を働かせてボートに色とりど
りの絵を描いてみよう！
当日参加OK!

ボート
ペインティング

お問い合わせ先

〒510－0303　三重県津市河芸町東千里854-3
マリーナ河芸内　NPO法人「海の達人」
海のバリアフリーまつり 実行委員会事務局
TEL 059-245-5001　FAX 059-245-5002

〒510－0303　三重県津市河芸町東千里854-3
マリーナ河芸内　NPO法人「海の達人」
海のバリアフリーまつり 実行委員会事務局
TEL 059-245-5001　FAX 059-245-5002
■ ホームページ  http://www.umi-tatsujin.net/
■ ブログ        　http://umi-tatsujin.sblo.jp/

● 「Ｂ＆Ｇかわげ海洋クラブ」水辺の安全教室
安全に楽しく水辺で遊ぶために知ってもらいたい事
を紙芝居を使ってご紹介します。

販売・展示コーナー

● 展示・即売会
セイラビリティAJUのメンバーがつくる「ピア名古
屋」のワインをはじめ、三重県・愛知県内の作業所の
木工・手芸作品などを展示・販売します。
● 出展コーナー／バリフリグッズ展示
福祉車両などの福祉器具を出展するコーナーと、多
彩なバリアフリーグッズを展示紹介するブースを設置。
● レゴⓇで街づくり 参加無料 当日受付
君は何を作る？家？車？ビル？
3万個のレゴⓇブロックで街を
作ろう！！ なんでも自由なので
思いっきり作ってみよう！

NPO法人「おとのわ」による音楽とのコラボ

15 日（日曜日）のイベント

海の運動会 13:00～15:00

シーカヤックに乗って、海の上でパン
食い競争など、陸上での運動会とは
ひと味違ったスリルと楽しさ、そして
涼しさが味わえます。
当日参加もOK、ぜひ話のタネに体
験してみて！

〈出演〉
四日市農芸高等学校吹奏楽部他

〈オープニングアクト〉第一楽器スペシャルダンスチームによるダンスパフォーマンス！！



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


