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福岡県 式典及び海事功労者表彰 7月28日（水）
プレミアホテル門司港
（北九州市）

海の日式典及び海事功労者表彰（国
土交通大臣、九州運輸局長、九州地
方整備局長、海上保安庁長官、七管
本部長、協賛会長）を行う。
※規模を縮小して実施

福岡運輸支局
ＴＥＬ：093‐322‐2700

福岡県
苅田港「海の日」
 海事功労者表彰式

7月21日（水） 苅田町役場（苅田町）
海事功労者表彰を行う。
※式典の規模を縮小し、表彰式のみ
実施

苅田町交通商工課
ＴＥＬ：093‐434‐1954

福岡県
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月20日（水） 福岡国際会議場（福岡市）

海の日記念式典及び海事功労者表
彰を行う。
※規模を縮小し、海の日協賛会の単
独開催を予定

福岡市海の日協賛会
（事務局：（一社）博多港振興協会）
TEL：092‐271‐1378

福岡県 海事功労者表彰式
7月20日（火）以降

（開催予定）
福岡合同庁舎新館（福岡市）

海事功労者表彰を行う。
※規模を縮小し、九州運輸局の単独
開催を予定

九州運輸局海事振興部旅客課
TEL：092‐472‐3155

長崎県
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月21日（水）
ANAクラウンプラザホテル長
崎グラバーヒル

海の日記念式典及び海事功労者表
彰を行う。
長崎港「海の日」協賛会・長崎海上
保安部・長崎港湾・空港事務所・長
崎運輸支局合同の表彰式を執り行
う。

長崎港「海の日」協賛会事務局
（長崎市まちづくり部都市計画課）
ＴＥＬ：095-829-1169

熊本県
「海の日」式典
海事功労者表彰式

8月上旬平日（解脱墓供養、
神事、海の日式典の実施の

方向で検討中）
宇城市三角センター（宇城市）

海の日記念式典及び海事功労者等
の表彰等を行う。

宇城市役所三角支所経済課
ＴＥＬ：0964-52-1111
https://www.city.uki.kumamoto.jp/q
/aview/34/14712.html

大分県 つくみ海の日表彰式 7月17日(土） 津久見市 海事功労者の表彰等
大分運輸支局
ＴＥＬ：097‐503‐2011

大分県 佐伯海の日表彰式 7月22日（木） 佐伯市 海事功労者の表彰等
佐伯市商工振興課
ＴＥＬ：0972‐22‐3943

宮崎県
宮崎県南部地区「海の日」協
賛会記念式典

７月２１日（水）
（開催検討中）

めいつ漁民センター
（日南市）

海の日記念式典及び海事功労者表
彰を行う。

宮崎県南部地区「海の日」協賛事
務局
ＴＥＬ：0987‐31‐1135

鹿児島県 海の日海事功労者表彰式典
7月21日（水）
（開催予定）

ホテルウェルビューかごしま
（鹿児島市）

「海の日」のイベントとして海事功労
者の表彰式を実施。

鹿児島運輸支局
ＴＥＬ：099‐222‐5660

山口県
「海の日」記念式典
海事功労者表彰式

7月13日(火) 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。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
TEL:083-231-1277
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長崎県
航海安全及び大漁祈願祭並
びに物故船員慰霊祭

7月14日(水） 諏訪神社
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

長崎港「海の日」協賛会事務局
（長崎市まちづくり部都市計画課）
ＴＥＬ：095-829-1169

山口県
航海安全・大漁祈願祭
殉職船員慰霊祭

7月13日(火) 金毘羅宮（下関市）
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

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
TEL:083-231-1277

山口県 魚霊慰霊祭 7月13日(火) 亀山八幡宮（下関市）
海事関係者による漁獲物に対する慰
霊祭

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

山口県 海上安全祈願式 7月16日(金) 宇部市役所4F
海事関係者による船舶の航海安全
等祈願式

宇部市海の日協賛会事務局
（宇部市商工水産部商工振興課）
TEL:0836-34-8355

令和３年「海の月間」行事実施計画　一覧

②神事・仏事

※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

1 / 3 ページ



令和３年「海の月間」行事実施計画　一覧
※行事は中止や変更になる場合がございます。

開催県 事業名 日時 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

山口県 傷病船員見舞 7月中（随時） 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。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

山口県 傷病港湾従事者見舞 7月中（随時） 下関市内各病院
市内の病院に入院中の傷病港湾従
事者をお見舞いする。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

山口県 訪船慰問 7月中（随時） 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。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

山口県 港湾従事者激励 7月中（随時） 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。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

開催県 事業名 日時 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

熊本県 船や海に関するパネル展示
未定（コロナ対策を実施した
上で何らか（例：写真展）の実

施ができないか検討中
熊本港ハーバーピア周辺

官公庁や海上自衛隊による船や海
に関するパネル展示

熊本市交通政策課
ＴＥＬ：096-328-2510

大分県 つくみ港まつり 7月17日（土） 津久見市市民会館

関係者による安全祈願祭を実施す
る。コロナウイルス蔓延防止のため、
例年行われていた行事は中止し、花
火を実施時期を公表せず複数回打
ち上げる。

つくみ港まつり実行委員会
(事務局:津久見商工会議所)
ＴＥＬ：0972‐82‐5111

鹿児島県 かのやマリンフェスタ２０２１
7月22日（木）
（開催予定）

鹿屋市高須海岸 浜田海岸

マリンスポーツ(バナナボート、オー
シャンカヤック、ウィンドサーフィン)を
始めとして、ビーチバレーボール大
会、ビーチフラッグ等のスポーツや浜
辺でのイベントを実施する。

鹿屋市役所 市民スポーツ課
ＴＥＬ：0994-31-1139

開催県 事業名 日時 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

佐賀県 体験教室

9月4日（土）
11月13日（土）

【WEB】
7月31日（土）
10月2日（土）

唐津海上技術学校

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。9/4
に乗船体験型オープンスクール、
11/13に実技体験型オープンスクー
ルを実施。
オンラインとハイブリッド開催

唐津海上技術学校
教務課　指導課
TEL　0955-72-8269

長崎県 オープンスクール
6月26日(土)

7月22日(木・祝)
10月16日(土)

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
ＴＥＬ：0957-86-2152
https://www.jmets.ac.jp/kuchinotsu
/open_campus/index.html

山口県 フィッシングパーク無料開放 7月22日（木）
下関フィッシングパーク
(下関市)

中学生以下の子供に海洋環境の体
験・学習を行う。

下関市観光施設課
ＴＥＬ：083-231-1838

③慰問

④港まつり・フェスティバル

⑤体験教室
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福岡県
第５８回九州・山口地区中学
生海の絵画コンクール

7月19日（月）～31日（土) 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。

（公社）九州海事広報協会
ＴＥＬ：093‐701‐7897

福岡県
2021年海の日ポスターコン
クール入賞作品展

7月19日（月）～8月12日（木) 旧門司税関2F（北九州市）

一般の方を対象に「海の日」ポスター
を公募し、優秀作品を展示。｢海の
日｣の認識を高めるとともに、海の大
切さ、海事産業の重要性を広く知っ
てもらうことを目的とした作品展を開
催する。

（公社）九州海事広報協会
ＴＥＬ：093‐701‐7897

福岡県
ジュニア・シッピング・ジャーナ
リスト賞入賞作品展

8月1日（日）～12日（木） 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
てもらうことを目的とした作品展を開
催する。

（公社）九州海事広報協会
ＴＥＬ：093‐701‐7897

福岡県 海の写真展 7月19日（月）～31日（土） 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。

デジカメクラブ門司

長崎県
長崎港「海の日」の小学生図
画コンクール

7月14日（水）～26日（月）
浜屋百貨店内ステップギャラ
リー

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。
（今年度は、長崎開港450周年記念
連携行事として実施）

長崎港「海の日」協賛会事務局（長
崎市まちづくり部都市計画課）
ＴＥＬ：095-829-1169

長崎県 中学生海の絵画コンクール 8月12日（木）～17日（火） 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
ＴＥＬ：0956-31-6165

鹿児島県
全国中学生海の絵画コンクー
ル

8月4日(水）～17日（火） 山形屋（デパート）
（鹿児島市）

「海の日」のイベントとして、鹿児島県
内の中学生の絵画をデパート内に展
示。

鹿児島運輸支局
ＴＥＬ：099‐222‐5660

山口県
ジュニア・シッピング・ジャーナ
リスト賞入賞作品展

8月16日（月）～27日（金） 下関市役所１F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。

（公社）九州海事広報協会
ＴＥＬ：093‐701‐7897

開催県 事業名 日時 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

福岡県 ミニミニトライアスロン
８月２２日（日）
（開催予定）

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

➇その他イベント
開催県 事業名 日時 場所 事業概要 問い合わせ先(電話・URL等)

福岡県 汽笛吹鳴 7月22日（水） 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

福岡県 汽笛吹鳴 7月22日（木） 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

長崎県 汽笛吹鳴 7月22日（木） 長崎港（長崎市）
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。

長崎港「海の日」協賛会事務局
（長崎市まちづくり部都市計画課）
ＴＥＬ：095-829-1169

山口県 汽笛吹鳴 7月22日（木） 下関管内各港

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。

下関海の日協賛会事務局
（下関市港湾局振興課）
ＴＥＬ：083-231-1277

⑦マリンスポーツ

⑥絵画・写真コンクール
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