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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１８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、公益社団法人中部海事広報協会を始めとする海事関係団

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詳細等、取材の可否につきましては、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 西原、岩田 

TEL ０５２－９５２－８０１３ 

（公社）中部海事広報協会 市川 

TEL ０５２－６５２－４０３９ 

 

令和４年中部地区 

「海の月間」イベントのご案内 



中部運輸局、公益社団法人 中部海事広報協会

「海の日」
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18日です。

「海の月間」
「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。

令和４年 中部地区

「海の月間」イベントのご案内

各イベントへの参加につきましては主催者へ開催予定
を確認の上、新型コロナウイルス感染症予防対策を実
施し、ご参加下さい。



○ 第20回 小学生乗船無料キャンペーン

7月18日（月・祝）

【愛知県・三重県】 伊勢湾フェリー(株)

【愛知県・三重県】 津エアポートライン(株)

【静岡県】 浜名湖遊覧船(株)

【静岡県】 ㈱富士急マリンリゾート

【三重県】 志摩マリンレジャー(株)

・子ども達に旅客船やフェリーへの乗船機会を提供し、船とのふれあいを通じて船に

対する理解を深めてもらう。

東海北陸旅客船協会052-661-1745

愛知県・静岡県・三重県

体験乗船

名古屋港（愛知県）
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○ 中学生海の絵画コンクール入賞作品展示

8月22日（月）～29日（月） 名古屋港ポートビル

公益社団法人 中部海事広報協会 TEL：052-652-4039

○ 夏休み 親子ｄｅ名古屋港！

夏休み期間中

・名古屋港水族館及び名古屋港ﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ３施設を見学

（新聞で募集し、当選者１組２名、合計５０組に無料で共通入館券を進呈）

公益社団法人 中部海事広報協会 TEL：052-652-4039

○ 海の日記念ヨット体験乗船会

7月18日（月・祝） 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 TEL：0533-59-8851

○ 小学校体験乗船

7月8日(金)、24日(日) 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 TEL：0533-59-8851

○ 第１５回夏休み伊勢湾発見ツアー

8月22日(月) 名古屋港ｶﾞｰﾃﾞﾝ埠頭～ｾﾝﾄﾚｱ沖～名古屋港ｶﾞｰﾃﾞﾝ埠頭

公益社団法人 中部海事広報協会 TEL：052-652-4039

愛知県

○ 「海の日」ﾋﾞｰﾁｳｫｰｸ＆ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦

7月3日（日） 名古屋港ｶﾞｰﾃﾞﾝ埠頭

公益社団法人 中部海事広報協会 TEL：052-652-4039

7月7日（木） 豊橋市高豊海岸

高豊校区豊橋表浜海岸清掃協力会 TEL：090-6587-0575

体験乗船

清掃活動

イメージ画像
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施設見学

絵画コンクール



○ 豊橋みなとフェスティバル２０２２

7月18日（月・祝） ポートインフォメーションセンター周辺（豊橋市神野ふ頭町）

豊橋みなとフェスティバル実行委員会

（事務局：豊橋商工会議所内）

TEL:0532-53-7211

○ 一日港長等任命式、安全パトロール艇出艇式、海上パレード

7月18日（月・祝） 三河港神野ふ頭付近海域

公益社団法人 中部小型船安全協会 TEL:052-653-2707

○ 衣浦みなとまつり

7月23日(土) 衣浦港中央ふ頭沖合海上

碧南市役所土木港湾課 TEL:0566-95-9903

○ 蒲郡まつり

7月30日（土）、31日（日） 蒲郡埠頭付近

蒲郡市役所観光商工課 TEL:0533-66-1120

○ 企画展「名古屋海洋博物館のお宝展2022」

4月29日（金・祝）～10月10日（月・祝）

名古屋港ポートビル３階 名古屋海洋博物館 情報コーナー

名古屋海洋博物館 TEL:052-652-1111

○ サマーナイトアクアリウム

7月18日(月・祝)～8月31日(水） 名古屋港水族館

名古屋港水族館 TEL：052-654-7080

愛知県
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その他



○ 県民の日「清水港見学会」

8月19日（金） 清水港

清水港管理局企画整備課 TEL:054-353-2203

静岡県

○ 小学生海洋教室

7月7日 （木）、7月13日（水）

清水港コンテナターミナル、フェルケール博物館 他

静岡県海事広報協会 TEL:050-9002-6631

○ 「海の日」ﾋﾞｰﾁｳｫｰｸ＆ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦

7月15日（金） 伊東港

伊東港連絡協議会 TEL:0557-32-1751

○ 海の日図画コンクール(静岡市小学生)

7月26日（火）～8月31日（水） フェルケール博物館

静岡県海事広報協会 TEL:050-9002-6631

○ 海の日図画コンクール入選作品展示

８月上旬から８月末日 下田港 伊豆クルーズ旅客船「サスケハナ号」船内

伊豆海事広報協会 TEL:0558-22-1181

施設見学

絵画コンクール

清掃活動

体験教室
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静岡県

○ 第18回清水港富士山羽衣マリーナカップオープンヨットレース

7月17日(日) 三保沖～久能沖

富士山羽衣マリーナ(株) TEL:054-337-1113

○ 第73回清水みなと祭り

8月5日(金)～7日(日) 静岡市清水区さつき通り、日の出地区

清水みなと祭り実行委員会 TEL:054-354-2189

○ 海の日 小・中学生入館無料

7月18日（月・祝） フェルケール博物館 ℡：054-352-8060

○ 海の日の旗掲揚 7月1日（金）～8月15日（月） 静岡市清水区内各所

静岡県海事広報協会 TEL050-9002-6631

○ 海の日の旗等掲揚 7月1日（金） 焼津市内各所

焼津漁業協同組合 TEL：054-628-7115

○ オープンキャンパス 7月23日（土） 国立清水海上技術短期大学校

国立清水海上技術短期大学校 教務課 TEL:054-334-0922

○ オープンキャンパス 8月6日（土）、7日（日） 東海大学静岡キャンパス

東海大学静岡オフィス（企画・広報担当） TEL：054-337-0144

○ サマースクール 小学5年生「もっと魚を知ろう」

8月1日(月)～2日(火) 東海大学海洋科学博物館

○ ふれてみてサメと海の生きものたち

8月6日(土)～18日(木) 東海大学海洋科学博物館

TEL：054-334-2385 https://www.umi.muse-tokai.jp/

その他
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○ 四日市港まつり

8月7日(日) 四日市港四日市地区

四日市港管理組合 TEL:059-366-7022

○ 一日海上保安本部長等任命式、安全パトロール艇出艇式、海上パレード

8月7日（日） 四日市港千歳地区

公益社団法人 中部小型船安全協会 TEL:052-653-2707

○ 鳥羽ビルフィッシュトーナメント国際大会

7月29日（金）～31日（日） 鳥羽湾

鳥羽ビルフィッシュトーナメント実行委員会 TEL：0599-25-3019

○ 第２８回「親子で学習！ ヨットに挑戦」

8月3日(水) 津ボートレース場

・ 「小型ヨットの操船実習」と「ジェットボートの乗船体験」を実施

三重県海事広報協会 TEL：059-340-6430

○ 「海から始まる物語 IN 2022」造船所見学・練習船体験航海

8月3日(水) JMU津造船所、鳥羽商船高等専門学校

・ JMU津造船所で大型船の建造工程を見学し、鳥羽商船高等専門学校の練習船

に乗船して伊勢湾体験航海

一般社団法人 日本船主協会 TEL：03-3264-7181

三重県

○ 中学生海の絵画コンクール

7月30日（土）～8月14日（日） 四日市港ポートビル

三重県海事広報協会 TEL:059-340-6430

絵画コンクール

体験乗船
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その他



三重県

○ 「海の日」高校生以下の入館無料

7月18日（月・祝） 海の博物館

○ 磯の生き物観察会（ウミウシを探そう！）

7月3日（日）、17日（日）、7月31日（日）、8月28日（日） 海の博物館

○ 干潟やアマモ場の生き物観察会（イカの卵を探せ！真夏のアマモ場の生き物観察)

7月2日（土）、16日（土）、8月11日（木・祝） 海の博物館

○ 海藻 ミルにふれよう！

7月30日（土） 海の博物館

○ 漂着物で標本をつくろう！

8月27日（土） 海の博物館

公益財団法人 東海水産科学協会 TEL：0599-32-6006

URL：http://www.umihaku.com/

その他

福井県

○ 敦賀港カッターレース

7月17日（日） 敦賀港

敦賀港ｶｯﾀｰﾚｰｽ実行委員会 TEL:090-9766-7645

○ 海上安全祈願祭

7月27日（水） 敦賀市 氣比神宮

福井県海事広報協会 TEL:0770-22-0003

○ 親子でボートレースＶＲ体験

7月30日（土） 三国ボートレース場

福井県海事広報協会 TEL:0770-22-0003

カッターレース

その他
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○ 7月20日（水） 名古屋市（ウィルあいち）

中部運輸局海事振興部旅客課 TEL:052-952-8013

○ 7月20日（水） 静岡市（清水文化会館マリナート）

静岡運輸支局（清水庁舎） TEL:054-352-0175

○ 7月21日（木） 四日市市（四日市商工会議所）

三重運輸支局（四日市庁舎） TEL:059-352-2033

○ 7月22日（金） 鳥羽市（鳥羽運輸総合庁舎）

鳥羽海事事務所 TEL:0599-25-4790

○ 7月26日（火） 下田市（下田市民文化会館）

下田海事事務所 TEL:0558-22-0517

○ 7月27日（水） 敦賀市（敦賀市民文化センター）

福井運輸支局（敦賀庁舎） TEL:0770-22-0003

中部運輸局海事振興部 公益社団法人 中部海事広報協会
〒460－8528 〒455－0032
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋市港区入船2-2-14（藤洋ビル)
TEL 052-952-8013 TEL 052-652-4039
FAX 052-952-8084 FAX 052-355-6070
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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」 →

中部地区各県

海の日記念式典（海事関係功労者表彰式）


