
(1)乗船体験をご希望される方は、当日各受付にて、乗船希望時刻、代表者の住所
　と電話番号、参加希望者全員の氏名・年齢・性別を記入し、乗船して下さい。
(2)乗船体験については、申込みが集中した場合には、他の乗船時刻に調整する
　 場合があります。
(3)乗船希望者は、随時、受付を行います。
(4)各船舶の乗船時刻ごとの定員に達し次第、受付を終了します。
(5)乗船体験をご希望の方は、ハイヒール、サンダル履きでの乗船は、大変危険で
　 すので乗船をお断りさせていただきます。
※各乗船・乗車体験の受付開始時間については、午前９時開始とします。
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※天候により、アトラクションごとに中止する場合があります。
※都合により内容を一部変更する場合があります。
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 ヨット乗船体験 ［ＮＰＯ館山外洋ヨットクラブ］

　     ●クルーザーヨ
ットによる乗船体験（

１回２時間程度）

　　    時間/10：0
0～12：00，13：00～

15：00 　定員/50人
程度（各25人程度

）

 海上自衛隊「支援船」乗船体験〔海上自衛隊〕

　     ●海上自衛隊
交通艇による館山

湾内クルーズ（１回
２０分程度）　

　　    時間/１０：０
０，１０：４０，１１：２０

，１３：００，１３：４０，１
４：２0　定員/120 

人程度（各20人）

        ※小学生以
上を対象とします。

 練習船「望洋丸」乗船体験〔国立館山海上技術学校〕

　　    ●海上技術学校
練習船「望洋丸」に

よる館山湾内クルー
ズ（１回30分程度）

　

　　    時間/10：0
0，11：00，13：00，14：

00　定員/140人程
度（各35人）

 巡視艇「ふさかぜ」乗船体験〔千葉海上保安部館山分室〕

　     ●海の安全を守
る千葉海上保安部館

山分室巡視艇「ふさ
かぜ」の乗船体験（１

回30分程度）

　　　 時間/10：0
0，10：50，11：40，13：

30　定員/80 人程
度（各20人）

　　※当日，海難事
故などが発生した場

合には中止となる可
能性があります。 

 

　　※小学生以上
を対象とします。

 清掃兼油回収船「べいくりん」乗船体験＆

　  船内見学会〔国土交通省関東地方整備局千葉港湾事務所〕

　　   時間/10:30 、11
:15 、12:00 【乗船体

験】  定員/ 48人程
度（各16人）

　　時間/13:15 ～
14:00 【船内見学】 

定員/ なし（随時受
付）

 海上自衛隊　多用途支援艦「えんしゅう」船内見学会

　　    時間/10:00～1
2:00、13:00～15:0

0　※小学生未満は
保護者同伴としてく

ださい。

 海上保安庁巡視船「あしたか」船内見学会

　　 ［横須賀海上保安部］

　     ●海の安全を守
る巡視船の船内見

学

　　    時間/10：0
0～15：00（船内見学

）

　　※当日、海難事
故等が発生した場合

は中止となる可能性
があります。

　　※船内見学は
、小学生以上を対象

とします。（但し、保
護者同伴の幼児は

除く）
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TEL 0470－22－3606
Ｅメール   minato@city.tateyama.chiba.jp

 手作りシーカヤック乗船体験［南房総海遊クラブ］

　     ●手作りシー
カヤックの乗船体

験　時間/10:00
～15:00　定員/な

し（随時受付）

 自衛隊の活動紹介コーナー［自衛隊千葉地方協力本部］

　     ●自衛隊の活
動紹介や写真の展

示など　時間/10
：00～15：00

 海の安全を守る海上保安部 業務紹介コーナー

　 ［千葉海上保安部］　

　     ●業務紹介や
ミニ制服の着用体

験など　時間/10
：00～15：00

 安房郡市消防本部 活動紹介コーナー

　 ［安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部］

　     ●活動紹介や
防火服を着ての記

念撮影など　時間
/10：00～14：00

 ダッペエと遊ぼう！［館山市マスコットキャラクター『ダッペエ』］

　     ●ダッペエと
一緒に遊ぼう！　

時間/13：00　

　

 トヨタソーシャルフェス（ウミホタルの発光実験など）

　　〔株式会社  千葉日報社〕

　     ●アワビの貝
殻を使用しての貝

細工の制作と、海
岸清掃活動など

　　　 時間/12：
30～（約3時間程度

）　定員/100名

 早春の高速ジェット船紹介〔東海汽船館山代理店〕

　     ●毎年2月～3月
に東京・大島・館山

間で定期運航してい
るジェット船の紹介

　　    時間/10:0
0～15:00

　 
 渚のフラ＆タヒチアンダンス［アン・クリス フラ＆タヒチアンスタジオ］

　     ●海のダンスで
あるフラダンスやタ

ヒチアンダンスを披
露　時間/11:00～11

:30

 渚のダンス［リエダンスカンパニー］

　     ●リエダンス
カンパニーによる

チアダンスなど、さ
まざまなジャンル

のダンスを披露

　　    時間/13:
30 ～ 15:00

 千葉県水産総合研究センター活動紹介コーナー

　　   ［千葉県水産総合研究センター］

　     ●「おさかな缶
バッジがもらえる

」水総研ＰＲクイ
ズ

　     ●水産総合研
究センターの活動

紹介や資料の展示
など　時間/10:0

0～15:00

11 海辺の鑑定団コーナー［ＮＰＯたてやま・海辺の鑑定団］

　     ●海岸の漂着
物の展示など　時

間/10:00～15:00

12 ジャック・マイヨール展

　     ●世界的に有
名なダイバーで館

山にゆかりのあっ
た『ジャック・マイ

ヨール』の紹介

　　    時間/10:
00 ～ 15:00

 
13 館山海中観光船

　     ●特別料金に
て、普段目にする

こできない館山湾
の海中の風景を堪

能！　

　　    時間/9:3
0 ～15:50　定員

／なし 

14 アクセスディンギーヨット＆カヤック 乗船体験

　　   ［館山ファミリースポーツクラブ わかしお ヨット教室，日本大学理工学部海洋建築工学科］

　     ●初心者の方
でも安全・安心に

操船できる小型ヨ
ット等の乗船体験

（１回２０分程度
）

　　    時間/10:
00 ～15:00　定員

／なし（随時受付
） 

　

 手作りシーカヤック乗船体験［南房総海遊クラブ］

　     ●手作りシー
カヤックの乗船体

験　時間/10:00
～15:00　定員/な

し（随時受付）

 自衛隊の活動紹介コーナー［自衛隊千葉地方協力本部］

　     ●自衛隊の活
動紹介や写真の展

示など　時間/10
：00～15：00

 海の安全を守る海上保安部 業務紹介コーナー

　 ［千葉海上保安部］　

　     ●業務紹介や
ミニ制服の着用体

験など　時間/10
：00～15：00

 安房郡市消防本部 活動紹介コーナー

　 ［安房郡市広域市町村圏事務組合消防本部］

　     ●活動紹介や
防火服を着ての記

念撮影など　時間
/10：00～14：00

 ダッペエと遊ぼう！［館山市マスコットキャラクター『ダッペエ』］

　     ●ダッペエと
一緒に遊ぼう！　

時間/13：00　

　

 トヨタソーシャルフェス（ウミホタルの発光実験など）

　　〔株式会社  千葉日報社〕

　     ●アワビの貝
殻を使用しての貝

細工の制作と、海
岸清掃活動など

　　　 時間/12：
30～（約3時間程度

）　定員/100名

 早春の高速ジェット船紹介〔東海汽船館山代理店〕

　     ●毎年2月～3月
に東京・大島・館山

間で定期運航してい
るジェット船の紹介

　　    時間/10:0
0～15:00

　 
 渚のフラ＆タヒチアンダンス［アン・クリス フラ＆タヒチアンスタジオ］

　     ●海のダンスで
あるフラダンスやタ

ヒチアンダンスを披
露　時間/11:00～11

:30

 渚のダンス［リエダンスカンパニー］

　     ●リエダンス
カンパニーによる

チアダンスなど、さ
まざまなジャンル

のダンスを披露

　　    時間/13:
30 ～ 15:00

 千葉県水産総合研究センター活動紹介コーナー

　　   ［千葉県水産総合研究センター］

　     ●「おさかな缶
バッジがもらえる

」水総研ＰＲクイ
ズ

　     ●水産総合研
究センターの活動

紹介や資料の展示
など　時間/10:0

0～15:00

11 海辺の鑑定団コーナー［ＮＰＯたてやま・海辺の鑑定団］

　     ●海岸の漂着
物の展示など　時

間/10:00～15:00

12 ジャック・マイヨール展

　     ●世界的に有
名なダイバーで館

山にゆかりのあっ
た『ジャック・マイ

ヨール』の紹介

　　    時間/10:
00 ～ 15:00

 
13 館山海中観光船

　     ●特別料金に
て、普段目にする

こできない館山湾
の海中の風景を堪

能！　

　　    時間/9:3
0 ～15:50　定員

／なし 

14 アクセスディンギーヨット＆カヤック 乗船体験

　　   ［館山ファミリースポーツクラブ わかしお ヨット教室，日本大学理工学部海洋建築工学科］

　     ●初心者の方
でも安全・安心に

操船できる小型ヨ
ット等の乗船体験

（１回２０分程度
）

　　    時間/10:
00 ～15:00　定員

／なし（随時受付
） 

　

受
　　付

アトラクション一覧

海上自衛
隊館山航

空基地

海上自衛
隊館山航

空基地

9:00-16:00
9:00-16:00

自衛隊側エリア
自衛隊側エリア

たてやま海まちフェスタ実行委員会事務局  館山市観光みなと課たてやま海まちフェスタ実行委員会事務局  館山市観光みなと課

市バス等にて会場間

シャトル運行シャトルバス【館
山市】

交　通

時間／8:50～16:00

定員／なし（随
時運行）

お問い合せ

シャトルバスとして運行！シャトルバスとして運行！

当日はさかなクンバスも当日はさかなクンバスも

開隊65周年


