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１．国が主体となって行う取り組み
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

平成21年「海洋立国推進シンポジウ
ム」

国土交通省、内閣官房総合海洋政策
本部事務局、文部科学省、農林水産
省、経済産業省、環境省

7/23
神奈川県横浜市・
赤レンガ倉庫1号館
3Fホール

青少年をはじめとする多くの国民に海への興味を喚起し、感動とロマンを与
える観点から、表彰受賞者による海洋立国シンポジウムを開催する。

第2回海洋立国推進功労者表彰式
国土交通省、内閣官房総合海洋政策
本部事務局、文部科学省、農林水産
省、経済産業省、環境省

7/23
神奈川県横浜市・
赤レンガ倉庫3Fホー
ル

海洋に関する幅広い分野における普及啓発、学術、研究、産業振興等に
おいて顕著な功績を挙げた個人・団体を表彰する。

推進委員会、国土交通省、海上保安
庁、海事関係12団体、日本海事広報
協会

7/24 東京都・海運クラブ

地方運輸局等 7月 全国各地

次世代人材育成推進事業 地方運輸局、神戸運輸監理部 通年 全国各地
地方運輸局（運輸監理部）と民間が連携して、体験乗船、施設見学、海
事産業のＰＲ活動等を展開する。

海へのチャレンジフェア 地方運輸局等 随時 全国各地

船員の雇用のマッチングを図ることを目的に海運事業者と求職者等を一同
に集めた企業説明会及び就職面接会を実施するとともに、船員就職セミ
ナー、海事産業のＰＲ及び船員関係各種訓練・助成制度の説明等を合わ
せて実施する。（7月7日に小樽で開催予定。その他6カ所でも開催）

海のまちづくりの推進
国土交通省、地方運輸局、関係自治
体

通年
佐伯、今治、静岡
（清水）、尾道、神
戸、宇城（三角）

海事産業が集積する地域において、地域の実情に応じた海事産業のＰＲ、
リクルート、教育訓練等からなる総合的な人材確保・育成策を進める。地
域ごとの小中学校向け副読本の作成、小中学生の海事産業での就業体
験、海事産業に関する市民講座などを実施する。

２．海フェスタ
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

海フェスタよこはま

海フェスタよこはま実行委員会、神奈川
県、横浜市、国土交通省、財務省、海
上保安庁、気象庁、航海訓練所、日
本船主協会、日本旅客船協会、日本
海事広報協会、日本海事センター、関
東海事広報協会、日本港湾協会、日
本内航海運組合総連合会、海技振興
センター、海上保安協会、日本海事代
理士会

7/18～7/26
神奈川県横浜港及
び周辺地区

神奈川県横浜港を中心に「みなと横浜は、海がつなぐ未来への『とびら』」を
コンセプトに、皇族のご臨席を賜る記念式典・祝賀会・｢世界港湾セミナー」
をはじめ、海や港の体験学習、マリン・ビーチスポーツ、海や港のフェスティバル
などの多彩なイベントを開催。

３.体験イベント
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

体験乗船会等 日本海洋レジャー安全・振興協会 3月～10月
全国各地のボート
ショー、マリーナ等

各地のボートショー・マリーナのイベント等の来場者を対象に、ボート免許の
普及、海洋レジャーの振興等のための体験乗船会等を実施。

実感！マリンウィーク’09
「実感！マリーンウィーク’09」キャンペー
ン実行委員会

5/1～10/31
全国各地のマリー
ナ・港湾等

マリンスポーツ・レジャーの認知の促進、自然環境と共生の理解並びに活性
化を図るため、体験・参加型のイベントを開催する。

リフレッシュ瀬戸内
瀬戸内・海の道ネットワーク推進協議
会

6/1～8/31 瀬戸内海沿岸
瀬戸内海の優れた自然環境、美しい景観、豊かな資源を維持し、未来の
子どもたちに伝えていくために瀬戸内海各海岸の清掃を実施。

Tadamiの「海の駅」各駅クルーズ 日本海洋レジャー安全・振興協会 6月まで 東京湾～広島湾

Tadamiの「海の駅」各駅クルーズの一環として、全長約6mのプレジャーボート
で、東京湾から広島湾までの「海の駅」71駅を訪ね（平成版海の五十三
次）、各地域との交流を行うことを目的としたTadami「海の駅」各駅クルーズ
を実施。

ウォータースポーツプロジェクト教室
ブルーシー・アンド・グリーンランド財団、
日本ライフセービング協会、日本トライア
スロン連合

6月～9月 全国各地

子どもから大人、親子を対象に、水泳・バイク・ランニング・セルフレスキュー・
カヌー等のウォータースポーツの基礎知識及び水辺の安全・自然環境を学ぶ
教室を開催。また8月1日には鹿児島県天城町で、ウォータースポーツプロ
ジェクト参加者の練習成果の発表の場として全国大会を開催する。

「カヌー講習会」の開催 ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団 6月～12月
東京都内小学校１
０カ所

都内の小学校のプールでカヌー体験会を開催。参加者が継続して活動でき
る機会を提供するため、「ステップアップ講習会」も実施する。

沖ノ島探検隊 関東運輸局 7/11
国立館山海上技術学
校～沖ノ島周辺～館
山湾～安房博物館

館山市沖ノ島の海辺の自然とふれあう体験に、国立館山海上技術学校練
習船「望洋丸」によるクルージングを実施する。

水上オートバイ及びスーパーキッズボー
ト体験乗船会

マリンスポーツ財団 7/11 北海道･砂川市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、プレジャーボート等）を
行う。

「海の月間」海浜クリーンアップ 全日本海員組合 7/17
東京都・葛西臨海
公園西なぎさ

市民との交流の場をつくり、海と船員に理解を深めてもらおうと、組合本部と
支部が各地元の海浜でクリーンアップ活動を実施。

博多港開港１１０周年ぴあトピア・アジ
ア博

アジア太平洋こども会議、青年会議所 7/18
福岡県・ベイサイドプ
レイス博多ふ頭

消防音楽隊の演奏、福岡海上保安部PRコーナー、ふくこいアジア祭り、電
車とバスのおもちゃショーなどを開催する。

横須賀うみかぜカーニバル2009 マリンスポーツ財団 7/18～7/19
神奈川県横須賀
市・うみかぜ公園

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ、ヨット
等）、展示ブース等を実施する。

「ボート」天国・市民舟遊び
小樽築港ベイエリア活用促進実行委
員会

7/18～7/20 北海道小樽港
ボート・カヌー・ヨット等を利用して、市民の誰もが参加できる舟遊びを
実施する。

マリンフェスタin小樽 北海道運輸局 7/19
北海道小樽市・小
樽築港臨海公園

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート・ジェットスポーツ）、デ
モンストレーション、救命救急等を実施する。

第17回唐津港まつり海のカーニバルｉn
からつ

唐津市 7/19
佐賀県・唐津東港、
唐津市東大島町

パネル展、「海の日」功労者表彰、体験航海。カーニバル行事として体験航
海を練習船「あさかぜ」「なぎさ」「はまかぜ」にてそれぞれ数回実施。

全国一斉海浜清掃旗揚げ式
海と渚環境美化推進機構、
NPO法人日本の渚の美術協会

7/19
東京都江東区・お
台場海浜公園

第29回全国豊かな海づくり大会（10月31日）のプレイベントとして、NPO法
人日本渚の美術協会と共催で、水産庁の協力を得て開催し、全国津々
浦々に向けて海浜等の清掃を呼びかける。

関門港ボート天国 関門港ボート天国推進協議会 7/19～7/20
福岡県・門司レトロ
地区

マリンレジャーの健全な発展に資することを目的とし、ＳＷＩＭ＆ＲＵＮ競技や
ヨットセーリング、みなとパネル展等を実施する。

海事関係功労者の表彰
海事功労の顕著な者及び海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動
に対する表彰及び祝賀会を開催する。

平成21年度「海の月間」を中心に計画されている行事および広報活動
資料２
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実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

シップウォッチングin東京港 船の科学館
7/20、8/19、
8/26、10/31

東京都・船の科学
館・東京湾

東京港内の各種施設や船舶さらに臨海副都心の開発状況を船上より観
察する。

ヨットフェスティバル霞ヶ浦2009 日本セーリング連盟 7/20
茨城県霞ヶ浦・ラック
スマリーナ

ディンギー・クルーザーヨットレース、クルーザーヨット体験試乗会を行う。

｢海の日」イベント 三池港にぎわい交流づくり推進協議会 7/20 三池港 巡視船の寄港、パネル展等を実施。

B&G「海洋体験セミナー」 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 7/22～8/21
沖縄県本部町・マリ
ンピアザオキナワ

4泊5日を4回実施。小学5年生～中学生を対象に、沖縄での海洋性レクリ
エーションや自然体験活動等を行う。

海事関連施設公開・神戸港体験航
海

神戸運輸監理部 7/22
兵庫県・海技大学
校・神戸港

大学校施設公開、練習船「海技丸」による神戸港の体験航海。

水辺の安全教室
ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団、船の
科学館

7/23 東京都・お台場 お台場海浜公園を活用した「カヌー体験会」及び「水辺の観察会」を開催。

小学生等体験実習 九州運輸局 7/25
長崎県・国立口之
津海上技術学校・
口之津港

海、船への理解を深めるため小学生や保護者を招待し、練習船・９ｍカッ
ター等の体験乗船やロープワーク教室を実施。

09マリンリゾートフェスティバルin
WAKAYAMA

マリンスポーツ財団 7/25～７/26
和歌山県・和歌山
マリーナシティ

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ等）、
障害児者体験クルーズを実施する。

マリンスポーツフェスティバルinいわき
（おなはま海遊祭）

マリンスポーツ財団 7/25～７/26
福島県いわき市・小
名浜港

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート・ジェットスポーツ等）、
デモンストレーション等を行う。

サイエンスキャンプ
海洋研究開発機構、科学技術振興機
構

7/27～
7/29(予定）

神奈川県・海洋研
究開発機構横須賀
本部

科学技術体験プログラムを内容とするイベントを開催する。

2009年高校生による世界の海の環境
問題フォーラムと国際交流キャンプ

日本海洋少年団連盟 7/27～8/8
名古屋・愛媛・広
島・京都･岐阜

国際海洋少年団協会に加盟している世界各国の高校生を招待し、日本の
高校生たちと国際交流交換を行い、親睦を図る。フォーラムは8月5日。

夏休み科学実験教室 海洋研究開発機構
7/30、
8/13(予定）

神奈川県・海洋研
究開発機構横浜研
究所

小学生に向けた、地球環境や先端科学技術に関する実験や、深海の水圧
を目で見て理解できる圧力実験などを行う。

B&G「親子ふれあい体験セミナー」 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 7/30～8/2
沖縄県本部町・マリ
ンピアザオキナワ

小学校3～6年生とその保護者を対象に、沖縄での海洋性レクリエーションや
自然体験活動を通して親子の絆を深める。

大阪湾フェリー体験クルーズ
近畿次世代協議会、近畿海事広報協
会、近畿内航船員対策協議会

7月 大阪湾
長距離フェリー会社の協力を得て、小中学生を含む家族を大型フェリーに招
待し、大阪湾クルーズを実施し、船上において海事知識普及のための講
演、パネル展、広報資料の配付等を行う。

海洋・沿岸の乗船ウオッチング 近畿海事広報協会、近畿運輸局等 7月
和歌山県紀ノ松島・
勝浦漁港・くじらの
博物館

和歌山県下の小学生を招待し、紀ノ松島めぐり乗船ウォッチング及び勝浦
漁港、くじらの博物館の見学会を実施し、青少年が海事に対して正しい認
識を持ち、海に関する関心を高める。

第8回ウォーターフェスタin小見川 マリンスポーツ財団 7月
千葉県香取市・黒
部川

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、プレジャーボート等）を
行う。

江戸川・水フェスタinいちかわ マリンスポーツ財団 7月
千葉県市川市・江
戸川

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ等）を
行う。

ＵＭＩキャンペーン ＵＭＩ協議会 7月～8月 全国各地
マリンレジャー関係イベントのインターネット等による情報発信。海なでしこによ
るマリンレジャーの普及促進活動。海なでしこ自らがマリンレジャーを体験し、
その魅力を発信していく。

芸術の島「直島」への招待
四国運輸局、四国海事広報協会、香
川県「海の日」協賛会

7月～8月
高松～直島航路
直島

高松～宮浦～宇野航路のフェリーでの体験乗船、及び芸術の島「直島」を
観光する。

小学生を対象とした皆泳運動
海上保安庁、日本水難救済会、都道
府県水難救済会

7月～8月 2地区
子どもたちに海への理解を深めさせるとともに、海とのさまざまな関わり方を考
えさせることを目的に、小学校の高学年生を対象とした皆泳運動を実施す
る。

みなとウォッチング
四国地方整備局高松港湾・空港整備
事務所

7月下旬
高知県高知港、須
崎港

一般の人を募集し、普段みる機会の少ない海からの景色を監督測量船「と
さかぜ」に乗って楽しみ、「みなと」に親しみと魅力を感じてもらいながら、港の
役割への理解を深める。

東京湾クリーンアップ大作戦　横浜港
特別行事

関東地方整備局港湾空港部海洋環
境・海岸課

7月下旬 神奈川県横浜港
パネル展示、回収ごみ展示を通じ、東京湾の環境保全の重要性を説明す
る

伊勢湾水理環境実験センター一般
公開

中部地方整備局名古屋港湾空港技
術調査事務所

7月下旬

愛知県・名古屋港湾
空港技術調査事務所
内（伊勢湾水理環境
実験センター）

「海の月間」にちなみ、海洋環境や港の防災についてパネルや実験水槽で
体験してもらう。

夏休み！海と船の工作実験ひろば 船の科学館 8/1～8/31
東京都・船の科学
館

船や海洋に関するさまざまな工作や実験などを体験する。

第49回日本海洋少年団全国大会 日本海洋少年団連盟 8/1～8/3 愛媛県・松山市 全国の海洋少年団員が集い、交流を深める。

マリンフェスタin西条 マリンスポーツ財団、西条市 8/2
愛媛県西条市・西
条西港

各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート・ジェットスポーツ、ヨット
等）、展示ブース等を出展する。

浦臼町　夏まつり マリンスポーツ財団 8/2 北海道・浦臼市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ）、展
示ブース等を行う。

親子イベント（親子カヌー･ディンギー・
海藻おしば教室）

日本海洋レジャー安全・振興協会、
YBM

8/11～8/12
神奈川県・横浜ベイ
サイドマリーナ
（YBM）

カヌーとアクセスディンギーの体験乗船会、海藻が果たしている役割や、海洋
環境保全の大切さを学ぶための「海藻おしば教室」を開催。

柏崎マリンスポーツフェスタ2009
マリンスポーツフェスティバル実行委員
会、マリンスポーツ財団

8/22～8/23
新潟県柏崎市・み
なとまち海浜公園

各種マリンスポーツ体験乗船会、ジェットスポーツ全日本フリースタイル選手
権を開催する。

美唄市中村地区　夏まつり マリンスポーツ財団 8月 北海道・美唄市
各種マリンスポーツ体験乗船会（スーパーキッズボート、ジェットスポーツ）、展
示ブース等を実施する。

四日市港まつり 四日市港管理組合 8月 三重県 パネル展示並びに広報誌を配布し、港湾事業の紹介を行う。

アクセスディンギーフェスタ ﾌﾞﾙｰｼｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ財団 9/5～9/6
神奈川県・江ノ島
ヨットハーバー

ユニバーサルデザインのアクセスディンギーを用いた大会及び体験試乗会を開
催する。

親水イベント(セーリングクルーザー教
室)

日本海洋レジャー安全･振興協会 9/19～9/20
福島県・いわきサン
マリーナ

いわきマリンフェスティバルの一環として「親子セーリングクルーザー教室」を開
催。
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実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

松山港みなとウォッチング
四国地方整備局松山港湾・空港整備
事務所

未定 愛媛県・松山港
小学生及びその保護者を対象に物流拠点施設や港湾施設の見学及び港
湾整備事業の説明を行う。また、海洋環境整備船に乗船し、作業を見学
する予定。

海洋関係施設、船舶、港湾施設等
の一般公開、体験乗船

国土交通省、海上保安庁、気象庁、
航海訓練所、海上技術安全研究所、
国土技術政策総合研究所、港湾空港
技術研究所、海洋研究開発機構

「海の月間」
中

全国各地

国土交通省関係施設（港・特殊船など）、海上保安庁（巡視船・艇・灯
台）、気象庁（気象台）、航海訓練所（練習船）、海上技術安全研究所、
国土技術総合研究所、港湾空港技術研究所、海洋研究開発機構の海
洋関係施設や船舶の一般公開、体験乗船、施設内スタンプラリー等を行
う。

４.講演会
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

第6回観光・海事立国フォーラムin横
浜2009

日本海事センター 7/13
神奈川県・パシフィコ
横浜会議センター５
階

開港150周年を迎える横浜において、国際観光・港湾都市としての横浜の
魅力と可能性を探る講演会を開催する。

マリンサイエンススクール 海洋研究開発機構
7/22～
7/24(予定）

神奈川県横須賀
市・海洋研究開発
機構横須賀本部

海洋研究について基礎的なことから最先端の研究まで、講義や実習を行
う。

海洋と地球の学校 海洋研究開発機構
8/25～
8/28(予定）

海洋研究開発機構
むつ研究所

大学生に向けた、海洋・地球科学の講義や実習を行う。

５.コンクール・展示会
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

「豊かなウォーターフロント」
フォトコンテスト2009

日本港湾協会、港湾海岸防災協議会 7/1～9/30
港湾・海岸に関する埋もれた歴史の発掘や、港の役割の重要性、港におけ
る独特な観光資源の案内など、国内外への紹介にも役立つ作品を募集す
る。(期間は募集期間）

第20回人と海のフォトコンテスト「マリ
ナーズ・アイ」

全日本海員福祉センター 7/13～8/3
兵庫県・神戸第2地
方合同庁舎

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係した写真を募集し、入賞作品
を展示。

第11回JAPAN･インターナショナル・
シーフードショー

大日本水産会 7/22～7/24
東京都・東京ビッグ
サイト

2009年度は「すしEXPO」、「国際水産養殖技術展」、「海の浄化技術展」
と題した3つのテーマコーナーを設定。魚食の総本山。

第24回　日本の海洋画展 全日本海員福祉センター 7/30～8/12
東京都・東京芸術
劇場

会派を超えた現役プロ作家による海洋・海景画展及び海運人などによる海
洋・海景画展を開催する。

第37回「我ら海の子展」入賞作品展 日本海洋少年団連盟 7月～8月
東京都・銀座ギャラ
リー

小学生を対象として募集した「我ら海の子展」の入賞作品を展示する。

第46回「全国中学生海の絵画
コンクール」展

日本海事広報協会 8/10～8/17
東京都・羽田空港
ビル

全国の中学生から海や船をテーマにした絵を募集、審査をして上位入賞作
品を展示する。

第20回人と海のフォトコンテスト「マリ
ナーズ・アイ」展

全日本海員福祉センター 8/20～8/25
東京都・東京芸術
劇場

「海で働く人たち」をメインテーマに、海に関係した写真を募集し、入賞作品
を展示。

６.一般公開
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

造船業界見学会
南四国造船センター、高知みなとまつり
実行委員会、四国海事広報協会、高
知運輸支局等

7/11
高知県・新高知重
工本社工場

造船所に工業高校生を招待して見学会等を開催することにより、造船産業
のＰＲ及び海事思想の普及を図るとともに、県内造船関係企業への就職を
促す。「高知みなとまつり」の一環行事として実施する。

東海大学海洋調査研修船「望星丸」
一般公開

東海大学 7/12 北海道小樽港
学園所有の「望星丸」を一般公開。「ふれてみよう」、「見てみよう」、
「やってみよう」の３つのコンセプトで船内ツアーを行う。

「淡青丸」一般公開 海洋研究開発機構 7/18(予定） 神奈川県・横浜港 学術研究船「淡青丸」の一般公開を行う。海フェスタよこはまで公開。

練習帆船「日本丸」「海王丸」の一般
公開

航海訓練所 7/18～7/20 神奈川県・横浜港
練習帆船「日本丸」と「海王丸」のセイルドリル（7/20）および一般公開
（7/18）を行い、海技教育機関の広報活動を行う。

「崖の上のポニョ」無料上映会 日本内航海運組合総連合会 7/19～7/20
神奈川県横浜市・赤
レンガ倉庫３Ｆホール

映画「崖の上のポニョ」に無料招待。

小松島港まつり協賛行事
四国地方整備局小松島港湾・空港整
備事務所

7/20
徳島県小松島市・
新港南岸壁（小松
島みなとオアシス）

海面清掃船「みずき」の一般公開、監督測量船「しまかぜ」による港内の見
学。

研究施設一般公開 海上技術安全研究所 7/22(予定）
東京都三鷹市・海
上技術安全研究所
三鷹本所

研究施設、実験等の一般公開。

海洋調査船「なつしま」一般公開 海洋研究開発機構
7/25～
7/26(予定）

沖縄県名護市 海洋調査船「なつしま」の一般公開を行う。

練習船「銀河丸」、「青雲丸」の一般
公開

航海訓練所 7/25～7/26 神奈川県・横浜港 練習船の一般公開を行う。

練習帆船「海王丸」の一般公開 航海訓練所 7/25～7/26 静岡県・御前崎港
御前崎港に寄港し、練習帆船「海王丸」のセイルドリル（7/25）および一
般公開（7/26）を行い、海技教育機関の広報活動を行う。

練習帆船「日本丸」の一般公開 航海訓練所 7/25～7/26 北海道・函館港
函館港に寄港し、練習船「日本丸」のセイルドリル（7/25）および一般公
開（7/26）を行う。

高松港　現場見学会
四国地方整備局高松港湾・空港整備
事務所

7月中旬～
下旬

香川県・高松港
高松港朝日地区岸壁整備のケーソン据付が行われるので、その時期にあわ
せて見学会をする。

海面清掃兼油回収船「わしゅう」一般
公開

四国地方整備局高松港湾・空港整備
事務所

7月中旬～
下旬

香川県高松港・県
営第二桟橋（予定）

「わしゅう」の一般公開。

函館海洋気象台施設見学会(仮） 気象庁 7月下旬
北海道・函館海洋
気象台

気象台施設の一般公開を行う。
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実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

夏の一般公開
国土技術政策総合研究所、港湾空港
技術研究所

8/1
神奈川県横須賀
市・研究所構内

私たちの生活に深く関わりのある「海・空・港」に関する研究所の一般公開を
行う。子どもも大人も楽しく体験できるようにする。

練習帆船「海王丸」の一般公開 航海訓練所 8/1～8/2 兵庫県・姫路港
姫路港に寄港し、練習帆船「海王丸」のセイルドリル（8/1）および一般
公開（8/2）を行う。

練習船「青雲丸」の一般公開 航海訓練所 8/1～8/2 新潟県・直江津港 直江津港に寄港し、練習船「青雲丸」の一般公開を行う。

練習帆船「日本丸」の一般公開 航海訓練所 8/8～8/9 新潟県・柏崎港
柏崎港に寄港し、練習帆船「日本丸」のセイルドリル（8/8）および一般
公開（8/9）を行う。

JAMSTEC　むつ研究所　一般公開 海洋研究開発機構 8/8(予定）
青森県むつ市・海洋
研究開発機構むつ
研究所

むつ研究所の一般公開を行う。深海調査研究船「かいれい」一般公開も併
せて行う。

練習帆船「日本丸」の一般公開 航海訓練所 8/15～8/16
富山県・伏木富山
港

伏木富山港に寄港し、練習帆船「日本丸」のセイルドリル（8/15）および
一般公開（8/16）を行う。

「なつしま」一般公開 海洋研究開発機構 8/22(予定） 神奈川県横浜市 海洋調査船「なつしま」の一般公開を行う。開国博Y150での公開。

「よこすか」一般公開 海洋研究開発機構
8/22～
8/23(予定）

青森県八戸市
有人潜水調査船「しんかい6500」と支援母船「よこすか」の一般公開を行
う。

練習帆船「日本丸」の一般公開 航海訓練所 8/29～8/30 石川県・七尾港
七尾港に寄港し、練習帆船「日本丸」のセイルドリル（8/29）および一般公
開（8/30）を行う。

海事施設の見学会 推進委員会、日本海事広報協会
「海の月間」
中

全国各地 博物館、水族館、港湾施設等の海事諸施設の見学会を行う。

７.スポーツ
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

B&G「OP級ヨット大会」
東日本大会

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 7/18～7/19
愛知県蒲郡市・海
陽ヨットハーバー

小学校1年～中学校3年を対象にOP級ディンギーのクラス別（初級・中級・
上級）レースを行う。

B&G「OP級ヨット大会」
西日本大会

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 7/19～7/20
大分県杵築市・住
吉浜ヨットハーバー

小学校1年～中学校3年を対象にOP級ディンギーのクラス別（初級・中級・
上級）レースを行う。

第50回パールレース 日本セーリング連盟 7/24～7/26 五ヶ所湾～江ノ島 外洋ヨットによるオフショアレースを開催する。

レーザーラジアルヨット世界大会　in
唐津

日本セーリング連盟、佐賀県ヨット連盟
他

7/25～8/10
佐賀県ヨットハー
バー

世界40カ国が参加。海洋スポーツの関心を高めるとともに、参加者と市民の
触れ合いを大切にした市民総参加の国際交流の場として開催。大会期間
中、練習船「あさかぜ」を観覧艇として運航。

全国水産・海洋高校カッターレース全
国大会

全国水産高等学校長協会 7/25～７/26 島根県・隠岐
水産高校の伝統スポーツである、カッター競技会。優勝校には「海の日」杯
が贈呈される。

B&G全国少年少女カヌー大会 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 7/25～７/26
山梨県河口湖町・
精進湖

小学生を対象に、K-1・K-2・普及艇（B&G財団艇）・スラロームの各種目に
よるカヌー競技大会やカヌーの試乗会を実施する。

８.広報・周知活動等
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

政府広報
「峰竜太のナッ得！ニッポン」
「政府インターネットＴＶ掲載動画」
「ご存じですか」
「栗山智のHAPPY！ニッポン」

国土交通省海事局

6/26
7月上旬～

7/17
７/18

全国各地
海事産業の人材確保、日本にとって重要な海と海事産業の役割など
についてTV（BS朝日、日本テレビ）、ラジオ（ニッポン放送他）及び政府
インターネットTVの動画で情報の発信を行う。

海や水辺をきれいにするキャンペーン
推進委員会、国土交通省港湾局、日
本海事広報協会

6月～9月 全国各地
海洋環境の保全に対する関心を高めるためボランティア等の協力を得て「リフ
レッシュ瀬戸内」「東京湾クリーンアップ大作戦」「ビーチウォーク＆クリーンアッ
プ大作戦」等、港湾・海浜・マリーナ等の清掃活動を行う。

海洋性レクリエーション指導者養成
（アドバンスト/インストラクター)

ブルーシー・アンド・グリーンランド財団 6/5～7/9
沖縄県本部町・マリ
ンピアザオキナワ

海洋性レクリエーション（ヨット・カヌーローイング等指導法）中心に安全対策、
環境保全、インタープリテーションの手法などを学ぶ研修会を開催する。

キャッチフレーズ、シンボルマーク等によ
る広報活動

推進委員会
｢海の月間｣
中

全国各地
キャッチフレーズ「海にひろがる　夢・みらい」、シンボルマーク等をポスター、広
報資料、旗等に使用する。

国土交通省海事局 平成21年「海の月間」の実施について記者クラブを通じて広報を行う。

推進委員会、海事関係団体連絡会
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネット等を利用して積極的に広報活動
を行う。

ポスターによる広報活動 推進委員会、海事関係団体連絡会
｢海の月間｣
中

全国各地
「海の月間」「海の日」等のポスターを作成し、配布及び掲示する。また、関
係各所に掲出依頼を行う。

字幕の掲出
推進委員会、国土交通省、海上保安
庁、日本海事広報協会、海上災害防
止センター

｢海の月間｣
中

全国各地 官公庁、海事関係会社、船舶等に字幕を掲出する。

「海の日」旗の掲揚
推進委員会、日本海事広報協会、海
事関係団体連絡会

「海の月間」
中

全国各地 「海の日」の旗の掲揚を提唱する。

海事関連刊行物の発行
日本海事広報協会、日本港湾協会、
海上保安協会、日本旅客船協会、日
本内航海運組合総連合会

「海の日」 全国各地
「SHIPPING　NOW」「内航海運の活動」「海上保安新聞（「海の日特別
号）」「日本の旅客船」「ラメール（海フェスタよこはま特集号）」等を発行す
る。

業務用車による広報 日本小型船舶検査機構
「海の月間」
中

全国各地
「海の日」キャッチフレーズロゴタイプのシールを貼付した車で巡回し、広報活
動を実施する。

訪船指導 船員災害防止協会
「海の月間」
中

全国各地
訪船安全・衛生技術指導員が訪船し、安全・衛生に係わる細目について
指導助言する。

生存対策講習会 船員災害防止協会
「海の月間」
中

全国各地
遭難時における船員の生存技術に関し、膨張式救命筏の展脹等の実技、
並びに衛星EPIRBその他GMDSS機器の正しい取扱法等の教育訓練を行
う。　（北海道浦河町、神奈川県横須賀市、宮崎県宮崎市）

マスコミ等を通じて行う広報・
周知活動

｢海の月間｣
中

全国各地
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実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

無料健康相談 日本海員掖済会
「海の月間」
中

全国各地 船員等を対象に健康相談・検査・処置・投薬を無料で行う。

小型船舶への受検指導
日本小型船舶検査機構、水上警察
署、小型船舶安全協会、ＰＷ協会

「海の月間」
中

全国各地主要港
湾、湖等

水上等から小型船舶に対する受検指導・安全思想の啓蒙活動を実施す
る。

安全講習会への参加 日本小型船舶検査機構
「海の月間」
中

全国各地の漁協等
安全講習会等に講師を派遣し、受検指導・安全思想の啓蒙活動を実施
する。

全国海難防止強調運動
海上保安庁、海上保安協会、日本海
難防止協会

7/16～7/31 全国各地

「海難防止ゼロへの願い」をスローガンに、関係行政機関と海事関係団体
等民間関係者が一体となって、海事関係者をはじめ、広く国民全般に対
し、海難防止思想の普及・高揚を図るため、体験航海、訪船指導、講習
会等の運動を全国的に展開する。

若者の水難救済ボランティア教室
国土交通省、海上保安庁、消防庁、
日本水難救済会、都道府県水難救済
会

7月～8月 全国
7～8月を中心に若者の水難救済ボランティア教室を開催し、小・中学生等
の若者に海での安全意識の向上を図るともに水難救済ボランタリー思想の
普及啓発を行う。

ミス日本「海の日」によるキャンペーン 海事関係団体連絡会 6月～8月 全国各地
ミス日本「海の日」を起用して「海の日」「海の月間」キャンペーン活動を展開
する。

船員労働安全衛生月間 日本海員掖済会
9月1日～9
月30日

全国各地の同会の
各病院・診療所内
及び最寄港

船員無料健康相談所の開設、訪船診療、講演会等

９．その他
実施事業 実施主体 日時 場所 事業の概要

汽笛の一斉吹鳴
推進委員会、国土交通省、航海訓練
所、海上保安庁、海上災害防止セン
ター

「海の日」 全国各地
「海の日」の正午を期して、汽笛の一斉吹鳴（10～30秒の長音を1回）を実
施する。

船員慰労、慰問関係 推進委員会
「海の月間」
中

全国各地 在港船舶及び傷病入院中の船員等に記念品の贈呈を行う。

青い羽根募金活動
国土交通省、海上保安庁、水産庁、
日本水難救済会、都道府県水難救済
会

7月～8月 全国各地
「海の日」を中心に7～8月を「青い羽根募金」強調運動期間として実施す
る。

臨時「海の相談室」 海上保安庁、日本水路協会 7/18～7/19
東京都・船の科学
館

海に関する相談に応じるほか、海の情報案内リーフレットの配布、海・陸情
報図の展示、パソコンによる誕生日の潮汐曲線出力サービス等を実施。

海事法令無料相談会 日本海事代理士会 7/18～7/26
神奈川県･横浜市
赤レンガ倉庫

海フェスタ会場に相談コーナーを設置し、海事代理士を相談員として配置し
海事関係法令に関する諸手続きについて相談を受ける。

船の科学館無料公開 船の科学館 7/20
東京都・船の科学
館

開館記念日にあたる「海の日」に入館者全員の見学料を無料で公開する。

｢海の日」マスコミ記者懇談会 日本舟艇工業会 7月中旬
神奈川県・横浜ベイ
サイドまたは横浜港

一般マスコミ記者を対象に、「海の日」の主要なイベント等の案内とプレ
ジャーボートに乗船して海から「海フェスタよこはま」のイベントの取材を行う。

5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /@JustEditMark
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Batang
    /BatangChe
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyOldstyleBold
    /CenturyOldstyle-Bold
    /CenturyOldstyleItalic
    /CenturyOldstyle-Italic
    /CenturyOldstyleRoman
    /CenturyOldstyle-Roman
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /DFGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /DFGyoSho-Lt-WIN-RKSJ-H
    /DFHSGothic-W5-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W3-WIN-RKSJ-H
    /DFHSMincho-W7-WIN-RKSJ-H
    /DHGyoSho-Lt-WINP-RKSJ-H
    /DHHSGothic-W5-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W3-WINP-RKSJ-H
    /DHHSMincho-W7-WINP-RKSJ-H
    /DHPGothic-EB-WIN-RKSJ-H
    /Dotum
    /DotumChe
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EmbassyJS
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /EstrangeloEdessa
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FrakturJS
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /Gothic720-BoldB
    /Gothic720-ItalicB
    /Gothic720-RomanB
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Gulim
    /GulimChe
    /Gungsuh
    /GungsuhChe
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HGGothicE
    /HGGothicM
    /HGGyoshotai
    /HGKyokashotai
    /HGMaruGothicMPRO
    /HGMinchoB
    /HGMinchoE
    /HGPGothicE
    /HGPGothicM
    /HGPGyoshotai
    /HGPKyokashotai
    /HGPMinchoB
    /HGPMinchoE
    /HGPSoeiKakugothicUB
    /HGPSoeiKakupoptai
    /HGPSoeiPresenceEB
    /HGSeikaishotaiPRO
    /HGSGothicE
    /HGSGothicM
    /HGSGyoshotai
    /HGSKyokashotai
    /HGSMinchoB
    /HGSMinchoE
    /HGSoeiKakugothicUB
    /HGSoeiKakupoptai
    /HGSoeiPresenceEB
    /HGSSoeiKakugothicUB
    /HGSSoeiKakupoptai
    /HGSSoeiPresenceEB
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JSGothic-Md
    /JSHSMinchoU-W3-WIN-RKSJ-H
    /JSMincho-Lt
    /JSPGothic-Md
    /JSPMincho-Lt
    /JSSGothic-Md
    /JSSMincho-Lt
    /JuiceITC-Regular
    /JustEditMark
    /JustHalfMark
    /JustHalfMarkG
    /JustKanaMark
    /JustKanaMarkG
    /JustOubunMark
    /JustOubunMarkG
    /JustUnitMark
    /JustUnitMarkG
    /JustWabunMark
    /JustWabunMarkG
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /MingLiU
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MS-Mincho
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MS-PMincho
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MVBoli
    /NewGulim
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NSimSun
    /OCRAExtended
    /OCRB
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PMingLiU
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SimHei
    /SimSun
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


