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平成 17年 8月 l日 (月)9:00～ 16:00

苫小牧港

NPO法 人北海道みなとの文化振興機構

北海道みなとまちづくり女性ネットワーク

室蘭開発建設部苫小牧港湾事務所

この取 り組みは、夏休み期間中に、北海道の産業活動を支える物流 。生産基盤 としての苫小牧港 と周辺施設

等の利用状況を親子が肌で感じてもらうことによって、暮 らしに重要な役割を果たしいる港の役割を再認識い

ただくと同時に、みなと空間のあり方というものを親子で考えるきっかけとなるような想いを意識して開催し

ました。なお、この見学会については昨年の釧路港についで 2回 目となります。

当日の参加者は、苫小牧市及び近隣市。町よりの応募者で、子供 34名 を含む 27組で総勢 60名 の参加者 とな

り、 8時 20分頃からリュックやバックを持った親子連れが三々五々スター ト会場「苫小牧港湾事務所会議室J

に集まってきました。

当日の実施行程

9:00～ 9:30 苫小牧港湾事務所会議室で学習会の概要と行程説明。

9:40～10:10 公園 (北ふ頭緑地)の見学。

10:30～ 11:10 入船外貿コンテナターミナ

ルで概要説明および荷役状

況を学習見学。

11:15～ 12:40 フェリーターミナ ル 内 の

ポー トミュジアムを学習見

学後昼食。

13:10～ 14:10 トヨタ自動車工場内で概要

説明後、工場内を学習見学。

14:30～ 15:15 フェリー「ニューきそ」の

船内見学、その後「港湾事

務所」に戻 り解散。
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当日は、「苫小牧港湾事務所会議室」での受付、参加者の確認作業を行った後、田中理事からの挨拶と当日の

スケジュールなどを説明し学習見学に出発しました。

当日の行程の中で印象的だったのはフェリーターミナルに接岸中のフェリー「ニューきそ」 (16,000ト ン)の

見学でした、フェリー会社の方の先導で参加者は乗客 と同じく人道橋を通 り船内に入 り、ランク別客室・ラウ

ンジ等を見学後、航海士の説明を受け操舵室を自由に学習見学できたことでした。

参加者の一主婦は「船内の豪華さにびっくりしました、めったに見学できないので貴重な体験ができました。

今度はお客 としてこの船で旅行をしたい」と感想を述べていました。

また、 トヨタ自動車の工場では、はすかっぷホールで苫小牧工場の概要を説明していただき、 2班に分かれ

てオー トマチック・ トランスミッション製造工程を学習しました、多 くの参加者は工場内が静かできれいなこ

とに驚き、ロボットや無人搬送車が活躍している様子に興味を持って見学しておりました。

予定の学習コースを終えた後、「苫小牧港湾事務所会議室」で予め配布したアンケー ト用紙を回収しました。

このアンケー ト結果は私共 NPOス タッフにとつて、今後の活動の糧になると考えております。

見学会の最後に、全員に今回の「親子でいくみなと学習見学会」参加を記念して「ぽ―とん 。ベーくりん」

のぬいぐるみセットを配 りました。

参加者の親子からは、「かわいい。ありがとう」と大事そうに受け取 りながら礼を言われ、明るい雰囲気の中

で学習見学会を終了することができました。

最後になりましたが、この企画を実施するに当たり、後援、協賛していただいた関係機関及びこの取 り組み

を支えてくれましたスタッフの暖かい気配 り、ご協力に深 く感謝申し上げます。

なお、後日「親子でいくみなと学習見学会」の参加者から感想文と絵が事務

局に、寄せられましたので、ご紹介 (3ページ以降)いたします。
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こんにちは

お母 さんと参加 した、みなと学習見学会はとても楽 しい一 日でした。 とくにふだんは入ることのできない国

際コンテナター ミナルで見たガン トリークレーンがすごかったです。一時間に 30も のコンテナをつ り上げては

下ろしていると聞 きました。

ぼくは、一度「きそ」に乗ったことがあり

もきれいで動 くホテルの様だと思いました。

今回いただいた資料や、質問してわかった

を自由研究 としてもぞう紙にまとめました。

見学会の日は、お天気があまりよくなかったので別

の日に写真を撮 りに港に出かけてそれもはりました。

ぼくだけではむづかしいので、お父さんにも手伝っ

てもらって港の地図も作 りました。

ぼくは今まで苫小牧の港がこんなにも重要な役割 り

を果たしていることを知 りませんでした。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

未来の苫小牧の港がどんなふうになるか楽しみにし

ています。

ましたが、今回見学させてもらった「 きそJは新 しく、中もとて

今度乗 ってみたいと思います。

ことなど

⑬
澄||‖導校 6年生 三宅 干夏 の

こんにちは !!

この間はどうもあ りが とうございました l

すごく楽 しかったです。

夏休みの自由研究にも使わせて もらいます |

リーで旅行 してみたいなぁ0

これからまとめて、模造紙に書 くつもりです。……あのフェ

泉野小学校5年生 荒川|
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○日新小学校6年生 吉村 彰太 「親子でい<みなと学習見学会に参カロして」 ○

コンテナの大 きいのにお どろきました。 このコンテナでレス トランを開いているときいて、 またびっ くりし

ました。そんなコンテナが港の中に六千個もある、苫小
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いろいろかつやくしていて人間は、あまリロボットよ

り仕事をしていないと思った。

豪華客船 (き そ)に のって、船内を全部見せてもらっ

た。すごくりっぱな部屋を見て自分も、愛知に行きた

い と思 った。

::1111lrTげ
い勉強にな…。ど「,1妖うもありがとうございました。        三二 戸ピ:

8月 9日 (火)露1手“i三二

○拓勇Jヽ学校6年生 船場 愛美 「親子でい<みなと学習見学会」   ○

私が楽しかったのは、フェリーターミナルやコンテナターミナルや、 トヨタ自動車の見学です。昼食もおい

しかったです。ちなみに、ハスカップアイスも。

親子で行 くみなと学習見学会に行 くまではおもしろいのかなぁ……。楽しいのかなぁ……。とか色々、考え

てたけど、やっぱり行って楽しかったし、勉強になってよかったと思いました。私が中でもみごたえがあった

のは、フェリーです。スイー トルームとかがみれなかったのは残念でした。セミスイー トもみかたったです。

今度、家族で船にのり、どこか行きたいです。家族で行けなくても大人になったら行きたいです。ほかにはト

ヨタでは二つの部品を作ってる

ことが分かりました。今日はす

ごくいい一日になりました。 ,「鶉
=
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○ 市内澄川町 干夏さんの日 三 宅  芳枝 ○

暑中お見舞申し上げます。

先日は、40年前の小学生に戻った気分でワクワク・ ドキドキ楽しませていただきました。地元にいながら久

し振 りに港に行き、公園やフェリーターミナル・船の中などとても立派になっていて驚きました。

又、滅多に見せていただくことのできない入船国際コンテナターミナルや検疫をしているところなど貴重な

勉強を致しました。

昔は広い石炭ヤードだった所が時代 と共にコンテナターミナルに変貌し、今は世界各地を結ぶ北日本最大の

物流拠点になり24時間フル稼働 していること、意外にも牧草の輸入量が多いこと、去年の台風の被害も大変

だったことなどいろいろな説明を身近に伺うことができました。そして、 トヨタ自動車工場 も環境に配慮した

取 り組みやロボットの活躍 。従業員の方達のアイデアによる工夫などを見せていただきました。製品は、苫小

牧港から国内外に出荷され組み立てられることがわかりました。

この広い勇払原野を利用して躍進を続ける苫小牧港にいろいろな可能性や夢 と希望を感じました。

5年先、10年先、将来はどうなっているのかしら?

このような機会が又、ありましたらぜひ参加してみたいです。

昼食 も苫小牧の名産品を取 り入れたホッキごはんやハスカップアイスに感激致しました。 とても美味しかっ

たです。御馳走様でした。お世話して下さつた皆様に心より感謝申し上げます。

これからまだ暑い日が続 くと思いますが皆様御健勝でお過ごしなさいますようお祈 り申し上げます。

○市内春日町 彰太君の祖日 吉本寸 光子 ○

拍掌

フェリーはよく利用させて頂いてますが、苫小牧の港がこんなに大きく外国までもどんどんと伸び只々驚き

でした。 トヨタ、コンテナ外国船等々初めて見て初めて体験する事ばかりでした。見学の様子を皆さんにお話

をしましたらやはり実際に見たり体験なさった方がおりませんでした。

トヨタの会社の様子も私の説明は不十分で一度は行って見たい方ばかり。親子の勉強会に御縁があつた私達

はラッキーだったと感謝して居 ります。車椅子の親子もどんなにか良い夏休みを体験し嬉しい思い出を作った

ことでしょうね。スタッフの皆様の献身的な御苦労に私も感動でした。

私の孫の彰太も前日はスケー ト (ス ピード)の トレーニングで 65Kの 区間を走 り、今日は最後迄皆さんとご

一緒出来ないと思って居 りましたが、疲れも感じないかの様に夢中になって歩かせて頂きました。楽しかった

のでしょうね。

皆様のお蔭でもう一つの苫小牧を見せて頂きました。躍進する苫小牧に在住する事を誇 りに思って居 ります。

お世話をして下さった皆様本当に有難うございました。又御縁がありましたら行って見たいです。

8月 12日  合掌
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○緑小学校1年生 森下 鈴音   ○ ○森下龍弥(5歳)     ○

○笹嶋 恵・真衣(糸丼小4年)・ 由衣(糸丼小1年) ○

8月 1日 「親子でいくみなと学習見学会」に参加させていただきまして、ありがとうございました。

こども達も私も、初めて行 く場所ばかりで苫小牧港をぐるりと回って見学することができてとても勉強にな

りました。こども達は「みなとの公園」が楽しいみたいで、先週また遊びに行って来ました。

港のすぐそばに公園が整備されていると遊びに行 く機会が増えますし、とても身近に思えました。

フェリーの見学もできて、船の旅をしてみた くなりました。

苫小牧 らしいおいしいお弁当までいただいてとても楽しい見学会でした。参加することができて良かったで

す。                                  8月 16日
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