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【「海の日」記念式典・海事功労者表彰】

福岡
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月19日（水）
10:30～

福岡国際会議場（福岡市）

福岡
「海の日」表彰式
 海事功労者表彰式

7月20日(木)
10:30～

プレミアホテル門司港（北九州市）

福岡
「海の日」式典
海事功労者表彰式

7月15日（土）
10:00～

旧　三井港倶楽部（大牟田市）

福岡
苅田港「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

7月2１日(金)
11:00～

三原文化会館（苅田町）

佐賀
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月16日(日)
12:30～

唐津東港海のカーニバル会場特設ステー
ジ（唐津市）

長崎
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月18日(火)
10:00～

ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒ
ル（長崎市）

長崎
「海の日」式典
海事功労者表彰式

7月17日（月）
10:30～12:00

亀山八幡宮（佐世保市）

熊本 「海の日」 海事功労者表彰式 7月29日(土) 宇城市三角センター(宇城市）

大分 大分海の日表彰式
7月17日(月)
11:00～

あけのアクロスタウン３階アクロスホール（大分
市）

大分 「海の日」海事功労者表彰式
7月15日(土)
10:00～10:30

津久見市民会館（津久見市）

大分 「海の日」記念式典
7月17日(月)
10:00～

佐伯市役所６階大会議室（佐伯市）

宮崎
宮崎県南部地区「海の日」協賛会記念式典 8月1日(火)

10:00～
めいつ漁民センター（日南市）

宮崎
宮崎県北部地区「海の日」記念式典

7月26日(水) 細島港（日向市）

鹿児島 海の日海事功労者表彰式典 7月20日（木) ホテルウェルビューかごしま（鹿児島市）

山口
下関海の日記念式典
 海事功労者表彰式

7月25日(火) 亀山八幡宮（下関市）

山口
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月14日(金) 宇部市役所（宇部市）

【神事・仏事】

福岡 殉職船員慰霊祭
7月19日（水）
9：50～

福岡国際会議場（福岡市）

福岡 殉職船員慰霊祭
7月10日(月)
10：30～

真光寺（北九州市）

福岡 海上航行安全祈願
7月10日(月)
11：30～

和布刈公園（北九州市）

福岡
海事関係物故者慰霊祭
船舶航行安全祈願祭

7月21日（金）
9:30～

善立寺、港金刀比羅宮（苅田町）

長崎
航海安全及び大漁祈願祭、
物故船員慰霊祭

7月21日(金) 諏訪神社（長崎市）

長崎 航海安全祈願祭
7月17日（月）
10:00～10:30

亀山八幡宮（佐世保市）

　　　　　　　若松海事事務所

九州運輸局・九州地方整備局・第七管区海上保安本部・第十管区海上保安本部・（公社）九州海事広報協会・（一社）日本海員掖済会

　　　平成29年「海の月間」実施計画
　　　　　各行事の詳細については、次の問合先にお尋ねください。（※行事は変更する場合があります。）

　　　　　　　　　問　　　合　　　先

　　　　　九州運輸局（海事振興部旅客課）

　　　　　　　福岡運輸支局（門司港庁舎）

　　　　　　　鹿児島運輸支局

　　　　　　　下関海事事務所

　　　　　　　佐賀運輸支局（唐津庁舎）

　　　　　　　長崎運輸支局

　　　　　　　佐世保海事事務所

　　　　　　　熊本運輸支局（三角庁舎）

　　　　　　　大分運輸支局

　　　　　　　宮崎運輸支局



大分 海上・産業・交通安全祈願祭
7月15日(土)
9:30～10:00

津久見市民会館（津久見市）

宮崎 海上安全祈願祭 7月26日(水) 細島港（日向市）

山口
航海安全・大漁祈願祭
殉職船員慰霊祭
魚霊慰霊祭

7月25日(火) 金毘羅宮、亀山八幡宮（下関市）

山口 海上安全祈願式 ７月14日(金) 中津瀬神社（宇部市）

【慰問】

福岡 船員・港湾作業員慰問
7月1日(土)
～31日（月）

北九州市内

福岡 船員留守家族慰問
7月1日(土)
～31日（月）

北九州市内

福岡 船員・港湾作業員入院療養者慰問
7月1日(土)
～31日（月）

北九州市内

大分 入院船員慰問 7月13日（木） 大分市内病院

山口 傷病船員見舞 ７月中随時 下関市内病院

山口 傷病港湾従事者見舞 ７月中随時 下関市内病院

山口 訪船慰問 ７月中随時 下関港、漁港（下関市）

山口 港湾従事者激励 ７月中随時 下関港、漁港（下関市）

【港まつり・フェスティバル】

福岡
港へおいでよ！
～海の日ポートフェスタ２０１７～

7月17日（月）
ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多ふ頭～中央ふ頭ｲﾍﾞﾝﾄ
ﾊﾞｰｽ（福岡市）

福岡 関門港ボート天国
7月16日(日)
8:00～

西海岸第一船だまり周辺（北九州市）

福岡 ２０１７若松みなと祭り 7月29日(土)～30日(日) 北九州市若松区

佐賀 第２５回唐津港まつり海のカーニバルinからつ
7月16日(日)
9:00～

唐津東港海のカーニバル会場（唐津市）

熊本
第２２回　海の日協賛
みすみ港祭り

7月29日(土) みすみ港新岸壁周辺（宇城市）

大分 サマーフェスタINさいき 7月17日（月）
海上自衛隊佐伯基地分遣隊グランド及び
桟橋（佐伯市）

大分 つくみ港まつり 7月15日(土）～16日(日) つくみん公園ほか市内一円（津久見市）

宮崎 油津港まつり２０１７ 7月15日(土)～16日(日) 油津港（日南市）

鹿児島 2017志布志みなとまつり 7月22日(土) 新若浜埠頭 しおかぜ公園（志布志市）

【海上花火大会】

福岡
山口

海峡花火大会
8月13日（日）
20:00～

門司区西海岸埠頭（北九州市）
あるかぽーと（下関市）

福岡 くきのうみ花火の祭典
7月29日(土)
20:00～

洞海湾（北九州市若戸大橋周辺）

佐賀 第65回九州花火大会
7月16日(日)
20:00～

唐津港西の浜（唐津市）

長崎 2017ながさきみなとまつり花火大会
7月29日(土)
7月30日(日)

長崎水辺の森公園付近（長崎市）

熊本 花火大会 7月29日(土) 三角東港（宇城市）

大分 納涼花火大会
7月16日(日)
20:00～

津久見港（津久見市）

宮崎 油津港まつり２０１７花火大会
7月15日(土)
20:00～

油津港（日南市）

鹿児島 2017志布志みなとまつり花火大会
7月22日(土)
20:00～

新若浜埠頭 しおかぜ公園（志布志市）

山口 花火大会 7月22日(土) 宇部港（宇部市）



【体験教室】

福岡 ジュニアマリン体験教室 8月1日（火）・8月2日（水）・8月3日（木） 福岡市ヨットハーバー（福岡市）

福岡 ディンギーヨット親子体験セーリング
8月19日（土）～8月20日（日）
午前・午後

福岡市ヨットハーバー（福岡市）

福岡 親子クルーザー体験セーリング
7月22日(土)・7月29日（土）・8月26日
（土）

福岡市ヨットハーバー（福岡市）

長崎 海事思想普及体験サマーキャンプ 7月16日(日) 伊王島（長崎市）

宮崎 親子サーフィン教室 7月22日(土) お倉ヶ浜海水浴場（日向市）

【絵画・写真コンクール】

福岡 博多港・海のスケッチコンクール
【表彰式】
7月15日(土)

【表彰式】
博多港国際旅客ﾀｰﾐﾅﾙﾎｰﾙ（福岡市）

【展示】 【展示】

7月15日(土)～8月6日(日) 博多港国際旅客ﾀｰﾐﾅﾙ（福岡市）

8月7日(月)～8月27日(日) ﾍﾞｲｻｲﾄﾞﾌﾟﾚｲｽ博多（福岡市）

8月28日(月)～9月10日(日) 福岡市ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ（福岡市）

福岡
第５４回中学生海の絵画コンクール
（九州・山口地区）

7月22日(土)9:00～8月6日(日)17:00 旧門司税関１階（北九州市）

福岡 海の写真展 7月17日(月)9:00～7月31日(月)17:00 旧門司税関２階（北九州市）

長崎 長崎港「海の日」の小学校図画コンクール 7月12日(水)～7月24日(月) 浜屋百貨店ステップギャラリー（長崎市）

長崎 中学生海の絵画コンクール 8月17日(木)～8月22日(火) 佐世保玉屋画廊（佐世保市）

山口 図画コンクール 7月14日(金)～7月27日(木) 生涯学習プラザ１階ロビー（下関市）

【体験航海】

福岡
海の日・博多港開港記念
ナイトクルーズ

7月26日（水）19:30～ 博多湾遊覧（福岡市）

福岡 市営納涼船
7月21日～8月27日の金・土・日・祝日
及び8月14日（月）・15日（火）

博多湾遊覧（福岡市）

福岡 プレジャーボート体験乗船
7月16日(日)
12:00～15:00

西海岸第一船だまり（北九州市）

福岡 関門海峡クルージング
8月20日(日)
11:00～14:30

北九州港一円（北九州市）

福岡 巡視船体験航海・展示訓練 9月以降 関門港（北九州市）

佐賀 船舶体験航海
7月16日(日)
9:30～

唐津港一円（唐津市）

長崎 体験クルーズ 7月29日(土) 長崎港内（長崎市）

熊本 海上保安庁巡視艇体験航海 7月29日(土) 三角東港（宇城市）

熊本 ヨットクルージング 7月29日(土) 三角港（宇城市）

熊本 サンセットクルージング 7月29日(土) 三角港（宇城市）

熊本 花火観覧クルージング 7月29日(土) 三角港（宇城市）

大分 津久見湾クルージング
7月16日(日)
 9:30～11:00 ・ 13:30～15:00

津久見湾（津久見市）

大分 海上保安庁巡視艇「さちかぜ」体験航海
7月17日(月)
午前２回、午後２回

海上自衛隊佐伯基地分遣隊グランド及び
桟橋（佐伯市）

宮崎 ペアボート乗船体験 7月15日(土) 油津港（日南市）

宮崎 油津チョロ船乗船体験 7月15日(土) 油津港（日南市）

山口 子ども体験航海 ７月中 東港地区護岸（下関市）

【船舶・海に関係した施設の一般公開】

福岡 巡視船一般公開
7月17日（月）
10:30～12:30、13:30～15:30

中央ふ頭ｲﾍﾞﾝﾄﾊﾞｰｽ（福岡市）



福岡
港に出かけてみよう！
～港と倉庫探検ツアー～

7月25日(火)～26日(水) 港の施設見学（ﾊﾞｽ）（福岡市）

福岡
自衛隊艦船「多用途支援艦あまくさ」の一般公
開

7月15日（土）～7月16日（日） 中央ふ頭イベントバース（福岡市）

佐賀 オープンスクール
7月8日（土）・10月21日（土）・11月18日
（土）

唐津海上技術学校（唐津市）

佐賀 海事啓発ブース
7月16日(日)
9:30～

唐津東港海のカーニバル会場（唐津市）

長崎 オープンスクール 7月22日(土)・7月29日(土)
口之津海上技術学校及び所有船舶（南島
原市）

熊本 帆船「みらいへ」一般公開 7月29日(土) 三角東港（宇城市）

熊本 海上自衛隊艦艇一般公開 7月29日(土) 三角東港（宇城市）

熊本 陸上自衛隊装備品等一般公開 7月29日(土) 三角東港（宇城市）

大分 海上自衛隊艦艇「YDT」の一般公開

7月15日(土)
10:30～12:00、13:00～15:00
7月16日(日)
9:30～11:30

津久見港（津久見市）

大分 海上保安部巡視船「やまくに」の一般公開
7月15日(土)
10:30～12:00、13:00～15:00

津久見港（津久見市）

大分 海上保安部巡視艇「ゆふぎり」の放水展示 9月中旬 西大分公共ふ頭（大分市）

大分 海事啓発ブース 7月17日(月)
海上自衛隊佐伯基地分遣隊グランド及び桟橋
（佐伯市）

山口 海峡ゆめタワーイベント ７月中 海峡ゆめタワー（下関市）

山口 海響館無料開放 7月17日（月） 海響館（下関市）

山口 フィシングパーク無料開放 7月17日（月） 下関フィッシングパーク（下関市）

【清掃活動】

福岡 『海の日』クリーンアップ活動
7月11日(火)
10：00～11：00

博多ふ頭～中央ふ頭ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ周辺（福岡
市）

福岡 ウォーターフロントクリーンマナーアップ作戦 7月16日(日)ほか 北九州港（北九州市）

長崎 海の市民大清掃
7月17日（月）
9:00～10:00

鹿子前地区、俵ケ浦地区、白浜地区（佐世
保市）

大分 ウォーターフロントクリーン作戦 7月14日(金) 田ノ浦海浜公園（大分市）

鹿児島 吹上浜クリーン作戦
7月30日(日)
7:30～

新川海岸・ハマボウ群落（南さつま市）

山口 リフレッシュ瀬戸内 7月2日（日） 長府浜浦町海岸（下関市）

【マリンスポーツ】

福岡 関門港レトロスクエア SWIM&RUN
7月16日(日)
10:00～

西海岸第一船だまり周辺（北九州市）

福岡 ミニミニトライアスロン
8月6日(日)
8:30～

和布刈、大刀浦（北九州市）

長崎 させぼボートフェスティバル２０１７
7月16日（日）
8:30～14:00

佐世保川及び佐世保公園一帯（佐世保市）

鹿児島 桜島・錦江湾横断遠泳大会 7月16日(日) 錦江湾（鹿児島市）

山口 水泳大会 7月17日(月) 下関市民プール（下関市）

【ヨットレース・ボートレース・カッターレース】

佐賀 唐津湾イカダ大会
7月30日（日）
12：00～

唐津市西の浜一帯（唐津市）

長崎 平成29年度「長崎ペーロン選手権大会」
7月29日(土)9:00～16:00
7月30日(日)9:00～15:00

長崎港内（松が枝国際観光ふ頭前）（長崎
市）

宮崎 弁甲競争大会 7月15日（土） 油津港（日南市）

鹿児島 錦江湾シーカヤック大会in垂水 7月17日(月) 柊原海岸（垂水市）

山口 カッターレース 7月22日(土) 宇部港（宇部市）



【その他イベント】

各県 汽笛一斉吹鳴 7月17日（月）正午 各港

佐賀 汽笛一斉吹鳴 7月16日(日)正午 唐津港一円（唐津市）

福岡 門司・洞海海洋少年団市中パレード
門司　7月16日(日)
洞海　7月29日(土)

門司・洞海　（北九州市）

福岡 みなと見学会（みなとめぐりクイズ大会） 8月中旬 北九州港一円（北九州市）

福岡 海の日歓迎訪船
7月20日(木)
13：30～

北九州港（北九州市）

福岡 海の日記念 １６mmフィルム上映会
7月17日(月)
14:00～16:00

旧大連航路上屋（北九州市門司区）

佐賀 海上パレード 7月16日(日) 唐津港一円（唐津市）

佐賀 ぱしふぃっく　びいなす入港セレモニー
7月16日(日)
13:15～

唐津東港海のカーニバル会場（唐津市）

長崎
海洋少年団鼓笛隊等による市中パレード及び
演奏会

7月17日(月)
14:00～15:00

佐世保市内商店街（四ケ町・三ケ町アー
ケード）、アルカス前広場及び松浦公園（佐
世保市）

熊本 海の日協賛スポーツ大会 7月29日(土) Ｂ＆Ｇ体育館ほか（宇城市）

大分 水難救済会への募金活動 7月17日(月） あけのアクロスタウン他（大分市）

大分 海事思想普及事業 7月1日(土)～31日(月) 大分市


