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報道関係者各位

「神戸市･南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会」開催「神戸市･南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会」開催

「神戸市･南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会」開催概要

2017 年 7 月 6日 ( 木 )9 時 30 分、神戸港内および神戸海洋博物館

　拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、心より厚
く御礼申し上げます。
　このイベントは、日本財団が行う、次世代へ海を引き継ぐため、海を介して、人と人とが繋がる
「海と日本プロジェクト」の一環です。大阪湾岸の神戸市と南あわじ市の小学 5年生を対象に、海
から神戸港を観察し、行き交う船舶や陸上施設等を学習することにより、より一層海への理解を深
めて頂きます。
　当日参加者は、神戸港内のクルーズ船「ロイヤルプリンセス号」に乗船して神戸港内を遊覧し、
その後、会場を神戸海洋博物館に移し、学校の枠を超えた班活動により、博物館の見学、そして、
郷土や海をテーマにした班対抗の○×クイズ大会を行い、笑顔と歓声の溢れる交流学習会を実施し
ます。
　ご取材いただける場合、別紙に必要事項記入の上、7月 5日 ( 水 ) までにご返信くださいますよ
うお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

■開催日時：2017 年 7月 6日 ( 木 )9:30 ～ 14:40

■開催場所：神戸港クルーズ船「ロイヤルプリンセス号」および神戸海洋博物館ホール

●プレス受付場所：「ロイヤルプリンセス号」乗船場

   ( 中突堤中央ターミナル /神戸市中央区波止場町 7-1)

●プレス受付時間：2017 年 7月 6日 ( 木）9:15

＊荒天時について：開催前日午前に開催の可否を実行委員会事務局にて判断しますので、

荒天が予想される場合には、事前に下記までお問合せ下さい。

( 実行委員会事務局 ) 公益財団法人関西交通経済研究センター　業務部　担当：松野・勝山

連絡先：☎06-6543-6291　／　a.kankou@kankouken.org

[ 海学び舎」あらかると啓発事業実行委員会は、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として、次世代へ海を引き継ぐため、
海を介して、人と人とがつながることを目的として、本事業を実施しています。

■主催者：「海学び舎」あらかると啓発事業実行委員会 ＊実行委員会構成メンバー、後援団体は別紙チラシをご欄下さい。

＊プログラムの詳細は別紙チラシをご覧下さい。

★★★お問合せ先★★★

2016 年度同事業の写真

＊このプレスリリースは、神戸市政記者クラブおよび神戸海運記者クラブへ配布しています。



ご返信用紙

(公財 ) 関西交通経済研究センター　宛
FAX：06-6543-6295 ／ E-mail：a.kankou@kankouken.org

誠に恐縮ではございますが、ご取材いただける場合には、必要事項を記入の上、
7月 5日 ( 水 ) までにご返信下さいますようお願い致します。

「神戸市･南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会」「神戸市･南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会」
開催日時：2017 年 7月 6日 ( 木）9:30 ～ 14:40

開催場所：神戸港クルーズ船「ロイヤルプリンセス号」および神戸海洋博物館ホール

プレス受付時間・場所

「ロイヤルプリンセス号」乗船場 ( 中突堤中央ターミナル /神戸市中央区波止場町 7-1) ／ 9:15
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主催：「海学び舎」あらかると啓発事業実行委員会主催：「海学び舎」あらかると啓発事業実行委員会主催：「海学び舎」あらかると啓発事業実行委員会
(公社 )大阪港振興協会、(一社 ) 神戸港振興協会、近畿旅客船協会、神戸旅客船協会、近畿内航船員対策協議会
㈱ラジオ関西、大阪市港湾局、神戸市みなと総局、大阪市港区役所、(公財 ) 関西交通経済研究センター

(公社 ) 大阪港振興協会、(一社 ) 神戸港振興協会、近畿旅客船協会、神戸旅客船協会、近畿内航船員対策協議会
㈱ラジオ関西、大阪市港湾局、神戸市みなと総局、大阪市港区役所、(公財 ) 関西交通経済研究センター

【後援 (予定 )】近畿運輸局、神戸運輸監理部、大阪市教育委員会、神戸市教育委員会、南あわじ市教育委員会【後援 (予定 )】近畿運輸局、神戸運輸監理部、大阪市教育委員会、神戸市教育委員会、南あわじ市教育委員会

【開催事務局･問合せ先】公益財団法人関西交通経済研究センター　〒550-0005 大阪市西区西本町 1-7-2　☎06-6543-6291　【開催事務局･問合せ先】公益財団法人関西交通経済研究センター　〒550-0005 大阪市西区西本町 1-7-2　☎06-6543-6291　

実行委員会構成メンバー実行委員会構成メンバー

神戸市･南あわじ市小学生の
海に親しむ交流学習会

神戸市･南あわじ市小学生の
海に親しむ交流学習会

9:30 ～10:40 11:50 ～12:30 12:30 ～13:50 13:50 ～14:30 14:40出発

海から見る神戸港を観察しよう。海
には色々な種類の船、陸には造船所
や輸出入に関する多くの施設、美し
い六甲の山並みが見えるよ。

神戸市内小学校は
8:30 発、南あわじ市
内小学校は 7:30 より
順次学校を回ります。

ロイヤルプリンセス号に乗って
神戸港クルーズに出発だ！

各校よりバ
スに乗車

神戸海洋博物館ホールでお
昼ごはんを食べます

神戸海洋博物館･カワサキ
ワールドの見学

班対抗○×クイズ大会 バス出発

神戸海洋博物館には、海、港、船の
情報が満載！広い館内でたくさん勉強
しよう。カワサキワールドでは色々な
乗り物が展示しています。

小学校の枠をこえて班分けします。
新しいお友達と一緒にクイズにチャレ
ンジしよう！最後まで勝ち残って、記
念品を GETしよう！

神戸市小学校には
15:10 頃、南あわじ
市小学校には 16:30
頃に到着予定。

みんなでオイシイお弁当を食べよ
う。お弁当の前には、参加する小
学校児童による、各校の学校紹介
があるよ。

タイムスケジュール

平成 年29

木7/6
開催開催

イラスト引用元 :http://illust-uni.com/kobe.htmlイラスト引用元 :http://illust-uni.com/kobe.html



●参加者へのお願い

●その他

・後日、見学等で印象に残った内容をハガキ裏面に絵手紙として絵や感想等を書いて頂き、小学校を通して事
　務局まで提出をお願い致します。( ハガキは当日お配りします。）
・報道機関へ公開するため、写真、映像等が報道されることがあることを予めご了承下さい。

・校外学習の一環とします。
・小学校発着は貸切バスで送迎します。( 一部小学校を除く）
・費用的な負担はお掛けしません。( 参加費、昼食、お茶など）
・参加者全員、レジャー保険に加入します。
・当日は、看護師 1名を配置します。

8:20 神戸市内
各小学校 神戸港中突堤中央ターミナルへ向け出発 ( 貸切バス )

神戸港中突堤中央ターミナルへ向け出発 ( 貸切バス )7:30 南あわじ市内
各小学校

神戸港中突堤着、ロイヤルプリンセス乗り場へ徒歩移動9:10 神戸港
中突堤

神戸港
中突堤10:40 帰港後、集合写真撮影 ( 各校クラス毎 )

神戸海洋
博物館ホール11:20 学校紹介

神戸海洋
博物館ホール11:00 オリエンテーション

・グループ分けの発表

神戸海洋
博物館ホール11:50 昼食 ( お弁当、お茶を開催事務局よりお配りします。)

神戸海洋
博物館ホール ・○×クイズ大会

13:50 交流学習会

神戸海洋
博物館ホール14:40 各小学校へ向けて出発 ( 貸切バス )

神戸港
中突堤9:30 神戸港クルーズ

神戸海洋
博物館12:30 館内見学

神戸市内
各小学校15:10 各校着

南あわじ市内
各小学校16:00 各校着

　大阪湾岸の神戸市小学生と南あわじ市小学生 5年生を対象に、海から神戸港を観察し、行き交う船

舶や陸上施設等を学習することにより、より一層海への理解を深めて頂きます。また、神戸海洋博物

館において、神戸の海、船、港の過去、現在、未来を体験学習することと併せ、海に親しみ、海洋環

境を守ることの重要性を考えるなどを目的に交流学習会を開催します。

　大阪湾岸の神戸市小学生と南あわじ市小学生 5年生を対象に、海から神戸港を観察し、行き交う船

舶や陸上施設等を学習することにより、より一層海への理解を深めて頂きます。また、神戸海洋博物

館において、神戸の海、船、港の過去、現在、未来を体験学習することと併せ、海に親しみ、海洋環

境を守ることの重要性を考えるなどを目的に交流学習会を開催します。

海と日本プロジェクト 2017 サポートプログラム

「海学び舎」あらかると啓発事「海学び舎」あらかると啓発事業「海学び舎」あらかると啓発事業「海学び舎」あらかると啓発事業
戸市・南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会神戸市・南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会神戸市・南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会神戸市・南あわじ市小学生の海に親しむ交流学習会

西淡志知小学校　　　　5年生　 　 6 人

倭文小学校　　　　　　5年生　　11 人

八木小学校　　　　　　5年生　　34 人

市小学校　　　　　　　5年生　　28 人

三原志知小学校　　　　5年生　 　 2 人

賀集小学校　　　　　　5年生　　31 人

湊小学校　　　　　　　5年生　　10 人

大池小学校　　　　　　5年生　　45 人

長田小学校　　　　　　5年生　　45 人

南あわじ市 参加小学生 ( 予定 )

神戸市 参加小学生 ( 予定 )

小計 122 人

小計 90 人
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