
4月29日 金・祝 帆船「日本丸」セイルドリル見学会 海技教育機構 清水 15 清水海洋少年団

7月5日 火 川崎重工坂出工場見学会および川崎汽船新造LNG船見学会
川崎汽船、川崎重工業、

日本造船工業会
坂出 45 丸亀市立岡田小学校5年生 ★

7月6日 水 新来島広島どっくの進水式＆東広島市立木谷小学校にて船長講話
新来島広島どっく、菅原汽船、

日本中小型造船工業会
東広島 101

東広島市立安芸津中学校3年生
木谷小学校3,4年生17名

★

7月7日 木 外航海運セミナー 船協 東京 32 一般

日本郵船　鉱石専用船 「ORIHIME」見学会 日本郵船 君津 15 小学生以上

7月8日 金 外航海運セミナー 船協 神戸 10 一般

7月18日 月・祝
「海と日本プロジェクト」　「海の日」記念祭
　　商船三井　自動車運搬船　見学会

商船三井 晴海 200 小中学生を含む親子

日本郵船 横浜大さん橋 3歳以上

日本郵船 横浜大さん橋 3歳以上

日本郵船/ウイングマリタイム 横浜大さん橋 小学生以上

船協 横浜大さん橋 主に小学生

国立高等専門学校（商船学科）合同進学ガイダンス 船協 ﾅﾋﾞｵｽ横浜 39 中学生及び父兄

7月19日 火
海フェスタ　東三河協賛イベント
川崎汽船　自動車運搬船・輸入自動車整備施設見学会

川崎汽船 豊橋 40 豊橋市立大崎小学校 ★

NYKバルク・プロジェクト貨物輸送
多目的コンテナ船「South Islander」見学会

NYKバルク・プロジェクト貨物輸送 神戸 15 小学生以上

7月20日 水 海と日本プロジェクト中央行事：国際シンポジウム＠キャピトル東急
（日本財団、総合海洋政策本部、

国土交通省）
東京 ― ※工藤会長がパネリストとして登壇

7月21日 木
NYKバルク・プロジェクト貨物輸送
多目的コンテナ船「South Islander」見学会

NYKバルク・プロジェクト貨物輸送 名古屋 3
（直前に日程変更）

小学生以上

7月22日 金
神戸開港150周年プレイベント協賛
川崎汽船　コンテナ船＋コンテナターミナル見学会

川崎汽船 神戸 40 神戸市立向洋小学校 ★

横浜うみ博イベント
　客船「にっぽん丸」船員との写真撮影＆出航見送りイベント

商船三井 横浜大さん橋 自由参加 一般

7月23日 土 国立高等専門学校（商船学科）合同進学ガイダンス 船協 神戸（銀河丸） 68 中学生及び父兄

横浜うみ博イベント
　海の女子会（女性船員の懇談会）

（関東運輸局、川崎汽船） 横浜大さん橋 自由参加 一般

7月28日 木 商船三井　東京港見学・新聞づくり講習会 商船三井 大井 40 小・中学生

7月29日 金 石連との関東地区見学会
商船三井、栗林商船、

宇徳、石油連盟
千葉/東京 38 東京都小学校社会科研究会 ★

7月31日 日 帆船「海王丸」セイルドリル見学会 海技教育機構 三河 27 小学生以上＋海洋少年団

参加人数 対象
学校・教育
関係者向け

横浜うみ博 プレイベント
　　日本郵船　自動車運搬船船
　　　　　　　　　客船「飛鳥II」見学会
　　ウイングマリタイムサービス　タグボート体験乗船会
　　船協　　　　操船シミュレータ体験
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開催日 イベント 主催・協力等 場所/港



参加人数 対象
学校・教育
関係者向け開催日 イベント 主催・協力等 場所/港

8月3日 水 「新東京丸」による海から見る東京港 東京都港湾局 東京 35 15歳以上。中学生は不可。

8月5日 金 海からみる名古屋港＆飛島コンテナターミナル見学会
名古屋港管理組合、
飛島コンテナ埠頭

名古屋港 28 小学生以上

8月6日 土 日本郵船　神戸コンテナターミナル＆コンテナ船「NYK ORION」見学会 日本郵船 神戸 17 小学生以上

8月8日 月 JAMSTEC　地球深部探査船「ちきゅう」見学会 JAMSTEC 清水 18 中学生以上

8月9日 火 福岡県北九州 海事施設見学会
九州運輸局、九州地区船員対策協議会、
九州海事産業人材育成協議会、鶴丸海運 小倉 18

福岡県小学校社会科教育研究協議会北九州
部会

★

8月10日 水 日本郵船　大井コンテナターミナル＆コンテナ船「NYK ORION」見学会 日本郵船 大井 17 小学生以上

8月13日 土 横浜港内船上講座 （関東運輸局、商船三井） 横浜 62
一般（小学校高学年～中学生）
＋小中学校の先生

★

8月14日 日 横浜港内船上講座 （関東運輸局、日本郵船） 横浜 66
一般（小学校高学年～中学生）
＋小中学校の先生

★

8月17日 水 JMU呉事業所および建造中のNYK大型コンテナ船（14000TEU）見学会 JMU、日本郵船 呉 80 呉市役所および市内の教育関係者 ★

8月18日 木 JXエネルギー「水島製油所」＆サノヤス造船「水島製造所」見学会
JXエネルギー、JXオーシャン、
サノヤス造船、日本造船工業会

水島 21 小学生以上

8月20日 土 JMU呉事業所および建造中のNYK大型コンテナ船（14000TEU）見学会 JMU、日本郵船 呉 51 呉市立三坂地小学校5年生 ★

8月24日 水 栗林商船　RORO貨物船「神明丸」見学会 栗林商船 品川 中止 小学校5年生以上

船との出会い事業～海の仕事へのパスポート～（船長講話） （海事広報協会） 山形 80
南陽市在学中学校生900名
うちセミナーには2年生300名

★

8月25日 木
NYKバルク・プロジェクト貨物輸送
多目的コンテナ船「Pacific Islander Ⅱ」見学会

NYKバルク・プロジェクト貨物輸送 横浜 17 小学生以上

8月26日 金 教科書会社を対象とした「海事産業」説明会 海事関係団体 東京 11 教科書会社 ★

8月28日 日 フェリーさんふらわあ「さんふらわあ」船内見学会 フェリーさんふらわあ 大阪南港 中止 一般

8月29日 月 広島商船高等専門学校　練習船「広島丸」体験航海 広島商船高等専門学校 尾道 72 小学生以上＋呉市立豊浜中学校 ★

9月29日 木 川崎汽船　石炭船「Maizuru Benten」および関西電力舞鶴発電所見学会
川崎汽船、舞鶴市、

舞鶴市教育委員会、関西電力
舞鶴 34

舞鶴市立大浦小学校4～6年生31名
＋教員・関係者

★

10月15日 土 神戸大学海技教育センター　実習船「白鴎」体験乗船会 神戸大学海技教育センター 神戸 15 小学生以上

10月27日 木 教科書会社を対象とした「コンテナ船およびコンテナターミナル見学会」（日本郵船@大井） 日本郵船 東京 19 教科書会社・関係省庁 ★

10月28日 金 福山市立常石小学校の社会科授業への協力 福山市会員会社2社 福山 13 福山市常石小学校5年生 ★

11月5日 土 帆船「海王丸」セイルドリル見学会 海技教育機構 福山 15 福山海洋少年団

11月9日 水 商船三井　海や船に親しむイベント 商船三井 大分 84 大分市大在子ども園保育園児 ★

11月12日 土 帆船「日本丸」セイルドリル見学会 海技教育機構 田子の浦 13 清水海洋少年団

2月17日 金 尾道市原田小学校の社会科授業への協力 日本船主協会 尾道 20
尾道市原田小学校5年生
+広島県下の小学校の先生（教 職人の会）

★

3月18日 土 川崎汽船運航 自動車専用船「SIERRA NEVADA HIGHWAY」船内見学会 川崎汽船 名古屋 7 名古屋市社会科同好会の小中学校の先生 ★


