
開催県 日程

大分県 7月27日（月）

大分県 7月23日（木）

宮崎県 7月31日（金）

鹿児島県 7月28日（火）

山口県
7月22日(水)

開催県 日時

長崎県 7月17日（金）

山口県 7月22日（水）

山口県 7月22日（水）

開催県 日時

福岡県 7月1日（水）～31日（金）

福岡県 7月1日（水）～31日（金）

開催県 日時

福岡県 10月2日（金）～4日（日）

開催県 日時

福岡県 10月3日（土）

場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

打ち上げ花火4,000発
仕掛花火、ナイアガラ

くきのうみ花火の祭典実行
委員会事務局
093-771－3559
http://www.enjoy-
wakamatsu.jp/

※行事は中止や変更になる場合がございます。

①「海の日」記念式典・海事功労者表彰

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

全国海友婦人会

（更新した箇所につきましては、黄色にて表示をしております）

7月22日更新

事業名

くきのうみ花火の祭典
（中止となりました）

洞海湾内及び若戸大橋
桁下（北九州市若松区）

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

③慰問

④港まつり・フェスティバル

海上安全祈願式を行う。
規模縮小にて開催。

事務局
宇部市商工水産部商工振興課

0836-34-8355

船員・港湾作業員慰問 北九州市内
北九州港在港船乗組員及び、港湾作業
員に対し、日頃の労をねぎらい記念品を
贈呈する。

全日本海員組合
全日本港湾労働組合
関門港運協会
関門地区海運組合

⑤海上花火大会

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

若松みなと祭り
（中止となりました）

北九州市若松区
洞海湾近辺
久岐の浜公共岸壁

海上保安庁巡視船一般公開
海上自衛隊艦船一般公開
洞海湾・響灘クルーズ

若松まつり行事協賛会
093-761-2021
 http://www.enjoy-
wakamatsu.jp/

船員留守家族慰問
（中止となりました）

北九州市内
遠洋航海中の船員留守家族を慰問、記
念品を贈る。

航海安全及び大漁祈願祭並び
に物故船員慰霊祭

諏訪神社(長崎市)
海事関係者による船舶の航海安全と大
漁祈願祭、海事関係物故者の慰霊祭

事務局:長崎市まちづくり部
都市計画課
095-829-1169

佐伯海の日表彰式 佐伯市 海事功労者の表彰等
佐伯市商工振興課
0972-22-3943

宮崎県南部地区
「海の日」協賛会記念式典

海の日記念式典を開催し、当協賛会会
員推薦の海事功労者を表彰する。

宮崎県南部地区「海の日」
協賛事務局
（0987）31-1135

事業名 場所 事業概要

海事功労者の表彰等
（本年度は単独にて開催）

大分運輸支局
097-503-2011

問い合わせ先(電話・URL等)

令和２年「海の月間」行事実施計画　一覧

②神事

「海の日」記念式典
 海事功労者表彰式

亀山八幡宮(下関市)
海の日記念式典及び海事功労者表彰を
行う。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

大分海の日表彰式 大分市

海の日海事功労者表彰式典 鹿児島港湾合同庁舎
「海の日」のイベントとして海事功労者の
表彰式を実施
（本年度は単独にて開催）

鹿児島運輸支局
099-222-5660

めいつ漁民センター
(日南市)

海上安全祈願式 中津瀬神社(宇部市)

①航海安全・大漁祈願祭
②殉職船員慰霊祭
③魚霊慰霊祭

金毘羅宮（下関市）
亀山八幡宮（下関市）

祈願祭・慰霊祭を行う。
新型コロナウイルス対策を行った上で実
施。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277
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※行事は中止や変更になる場合がございます。

（更新した箇所につきましては、黄色にて表示をしております）

7月22日更新

令和２年「海の月間」行事実施計画　一覧

開催県 日時

福岡県
8月23日（日）
9月12日（土）

福岡県
9月6日（日）
9月27日（日）
10月4日（日）

福岡県
8月8日（土）～9日（日）

開催県 日時

福岡県 7月20日（月）～31日（金）

福岡県 7月20日（月）～31日（金）

長崎県 7月15日（水）～27日（月）

福岡県 8月1日(土)～7日(金)

鹿児島県 8月6日(木)～17(月)

長崎県 8月13日(木)～18(火)

山口県
8月17日（月）～28日（金）
（土・日・祝日は閉館）

事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

ジュニア・シッピング・ジャーナ
リスト賞入賞作品展

下関市役所庁舎1階
エントランスホール

海事産業全般（海運、船及び港など）を
テーマに取材を行い、新聞形式にまとめ
たものを全国の小学生、中学生及び高校
生から募集し、新聞の作成を通じて海事
産業への関心を高めてもうらうことを目的
とした作品展を開催する。

九州海事広報協会
093-701-7897

親子ディンギーヨット体験セー
リング

福岡市ヨットハーバー
(福岡市)

市内居住の小学生と保護者を対象とした
ディンギー(風のみを動力とするヨット)体
験教室を開催する。

福岡市ヨットハーバー 【指
定管理者】博多港開発・ｻｻ
ｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ共同事業体
092-882-2151

事業名 場所

⑥体験教室（開催検討中の行事がございます。詳細は4ページをご覧ください）

第５７回九州・山口地区中学生
海の絵画コンクール

旧門司税関１F
(北九州市)

中学生を対象に海の絵画を公募し、優秀
作品を展示。｢海の日｣の認識を高める。

九州海事広報協会
093-701-7897

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

⑦絵画・写真コンクール

海の写真展
旧門司税関２Ｆ
(北九州市)

海に関する写真の展覧会を開催する。

親子クルーザー体験セーリン
グ

デジカメクラブ門司

福岡市ヨットハーバー
(福岡市)

ジュニア・シッピング・ジャーナ
リスト賞入賞作品展

旧門司税関２F（北九州
市）

海事産業全般（海運、船及び港など）を
テーマに取材を行い、新聞形式にまとめ
たものを全国の小学生、中学生及び高校
生から募集し、新聞の作成を通じて海事
産業への関心を高めてもうらうことを目的
とした作品展を開催する。

九州海事広報協会
093-701-7897

長崎港「海の日」の小学生図画
コンクール

浜屋百貨店内ステップ
ギャラリー(長崎市)

長崎市内の小学生を対象に海の日に関
する図画を募集し、入選作品を展示す
る。

事務局（長崎市まちづくり
部都市計画課）
095-829-1169

中学生海の絵画コンクール
佐世保玉屋画廊
(佐世保市)

「中学生海の絵画コンクール」応募作品
を展示する。

佐世保海事事務所
0956-31-6165

中学生海の絵画コンクール
山形屋
(鹿児島市)

「中学生海の絵画コンクール」応募作品
を展示する。

鹿児島運輸支局
099-222-5660

⑧体験航海（開催検討中の行事がございます。詳細は4ページをご覧ください）

市内居住の小学生以上を対象としたク
ルーザーヨット体験教室を開催する。

福岡市ヨットハーバー 【指
定管理者】博多港開発・ｻｻ
ｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ共同事業体
092-882-2151

ジュニアマリン体験教室
福岡市ヨットハーバー
(福岡市)

市内居住の小学３年生～中学生を対象
としたヨットやカヤック等の体験教室を開
催する。

福岡市ヨットハーバー 【指
定管理者】博多港開発・ｻｻ
ｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ共同事業体
092-882-2151
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※行事は中止や変更になる場合がございます。

（更新した箇所につきましては、黄色にて表示をしております）

7月22日更新

令和２年「海の月間」行事実施計画　一覧

開催県 日時

佐賀県
8月29日（土）
11月7日（土）

長崎県
7月23日（木）
8月29日（土）
10月17日（土）

⑫その他イベント
開催県 日時

福岡県 7月23日（木）

福岡県 7月23日（木）

⑩清掃活動（開催検討中の行事がございます。詳細は4ページをご覧ください）

汽笛一斉吹鳴 苅田港（苅田町）　　
在港停泊船の汽笛一斉吹鳴により、一般
市民及び海事関係者に「海の日」の認識
を高める。

苅田町交通商工課
ＴＥＬ：093‐434‐1954

オープンスクール
国立口之津海上技術学
校(南島原市口之津町)

オープンスクールでは、航海シュミレータ
やロープワークなどの航海系実習、溶接
や機関シュミレータなどの機関系実習の
体験と見学、校内練習船「口洋丸」による
体験航海などを行う。（開催時の状況に
応じて、上記のような内容で行う。）

国立口之津海上技術学校
教務課
0957-86-2152
https://www.jmets.ac.jp/ku
chinotsu/open_campus/ind
ex.html

多くの方に海上技術学校を知ってもら
い、海事人材育成に寄与する。8/29に乗
船体験型オープンスクール、11/7に実技
体験型オープンスクールを実施。

唐津海上技術学校
0955-72-8269

オープンスクール 唐津海上技術学校

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

⑨船舶・海に関係した施設の一般公開

事業名 場所

⑪マリンスポーツ（開催検討中の行事がございます。詳細は4ページをご覧ください）

汽笛一斉吹鳴 北九州港（北九州市）　　　
在港停泊船の汽笛一斉吹鳴により、一般
市民及び海事関係者に「海の日」の認識
を高める。

北九州海の日協賛会
九州水曜会
門司エーゼント会

事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)
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※行事は中止や変更になる場合がございます。

（更新した箇所につきましては、黄色にて表示をしております）

7月22日更新

令和２年「海の月間」行事実施計画　一覧

開催県 日時

山口県

山口県

山口県

山口県

開催県 日時

佐賀県

開催県 日時

福岡県

熊本県

開催県 日時

福岡県

開催県 日時

福岡県

⑫その他イベント
開催県 日時

福岡県

熊本市交通政策課
096-328-2510

第67回九州花火大会
唐津港西の浜
(唐津市)

唐津港において花火大会を開催する

⑤海上花火大会

⑧体験航海

※開催日未定又は、開催検討中の行事

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

ミニミニトライアスロン

みなと見学会 北九州港一円(北九州市)

市民を対象に、市民生活を支える物流拠
点としての北九州港の役割や、港と日常
生活とのつながりが深い倉庫の役割を理
解してもらうために見学会を実施する。

北九州港振興協会
093-321-5900

和布刈、太刀浦（北九州
市）

和布刈市民プール〈水泳〉　太刀浦地区
〈マラソン〉　太刀浦地区〈自転車〉

愛港会

ウォーターフロントクリーンマ
ナーアップ作戦

佐賀新聞
プランニング　事業部
0952-28-2151

③慰問

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

傷病船員見舞 下関市内各病院
市内の病院に入院中の傷病船員をお見
舞いする。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

傷病港湾従事者見舞 下関市内各病院
市内の病院に入院中の港湾従事者をお
見舞いする。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

訪船慰問 下関港(下関市)
下関港に入港中の船舶を訪問し乗組員
を慰問する。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

港湾従事者激励 下関港(下関市)
下関市内の港湾従事者に記念品を配布
する。

事務局
下関市港湾局振興課
083-231-1277

場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

⑪マリンスポーツ
事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

⑩清掃活動

事業名

事業名 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

フェリー体験乗船 熊本港 熊本フェリー、九商フェリーの体験乗船

北九州港(北九州市)
北九州港の港内美化の啓発及び清掃活
動を行う。

北九州港振興協会、
北九州市、九州地方整備
局

関門海峡クルージング
北九州港一円
(北九州市)

海上交通機関としてなじみの深い｢フェ
リー｣を使用して、一般公募した参加者を
乗せ、海や港の仕組みを解説しながら関
門海峡をめぐるクルージングを実施す
る。

海の日・関門海峡クルージ
ング実行委員会
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