
横須賀

http://yahoo.jp/plGKDt

横浜 http://yahoo.jp/Ej7oHf 木更津
http://yahoo.jp/1uraQS

浜新

浜大

吉倉

2015 年 10 月
10 日（土）11 日（日）17 日（土）
1000-1630（受付終了）
公開艦
■きりしま：観閲付
就役 20 周年記念で、軍港めぐり売店では護衛艦初の
チョロQも販売。本物を見てチョロQをお持ち帰り！
■むらさめ：観閲
前部甲板についている砲が、まるっこいのがチャーム
ポイント（違
■あたご：受閲旗
護衛艦にスカートとはこれいかに？艦橋に上がれる場
合は、あなたの健脚度が試される時！さあ、れっつ
ごー。
■てるづき：公開のみ
汎用型と呼ばれる護衛艦の中で最も新しい艦種。違い
はどこにあるのかチェック。

満艦飾：0800- 日没　電燈艦飾：1900-2100
※横須賀市日出・日没：国立天文台暦計算室より
10 日 5:43 　17:14、11 日 5:43　17:13、
14 日 5:46　17:09、17 日 5:48　17:05

2015 年 10 月
10 日（土）11 日（日）17 日（土）
1000-1630（受付終了）
公開艦
■あすか：観閲付
試験艦？なにそれ、ガラス管じゃないけど？というのは
お約束。一体その正体は見ればわかるのか、聞かなきゃ
わからないのか、確かめてみて。
■ちょうかい：観閲
■こんごう：観閲付
いずれも佐世保が定係港で、同型艦。どこが同じでどこ
が違うのか、さあ、間違い探し！どれだけ列挙できるか
やってみよう～。

満艦飾：0800- 日没　電燈艦飾：1900-2100

※満艦飾は、信号旗で艦艇をお祝いモードにする行事で、
年間実施日が規定されています。観艦式もそのひとつ。
臨時実施されることもあります。
電燈艦飾（電飾）は、電球を艦艇のフチにそわせて飾る
もの。艦種によって飾り方が違います。点灯の瞬間をぜ
ひご覧ください。

2015 年 10 月
10 日（土）11 日（日）14 日（水）17 日（土）
1000-1630（受付終了）
公開艦
■いずも（浜大）：受閲 3
最近護衛艦軍団の中に入ってきたヒヨッ子のくせに、
ものすごデカイ。その大きさを体感せよ。馬の姿が見
えたら、帰りに宝くじを買ってみましょう。
■くろべ（浜新）：観閲付
訓練支援艦とは、その名の通りとは思うものの、想像
通りなのかどうかは乗艦して確かめて。これにかかせ
ないオレンジのやつは何？
■ちはや（浜新）：観閲
潜水艦に何かあったらかけつける！緊迫の任務をはた
すために、普段やっている訓練とは。

音楽隊演奏＠赤レンガパーク
14 日
11:30 ～ 12:15
13:30 ～ 14:15
15:30 ～ 16:15

満艦飾：0800- 日没　電燈艦飾：1900-2100

船越

新港

17日
11:00 ～ 11:45
13:00 ～ 13:45
16:30 ～ 17:15
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収録アカウント：
内閣府防災   @CAO_BOUSAI
警視庁警備部災害対策課   @MPD_bousai
東京都防災   @tokyo_bousai
横浜市中区災害情報   @y_naka_saigai
横須賀市   @yokosuka_city
防衛省 海上自衛隊   @JMSDF_PAO
防衛省   @bouei_saigai
横浜市総務局危機管理室   @yokohama_saigai
総務省消防庁   @FDMA_JAPAN

収録アカウント：
JR 東日本（公式）   @JREast_official
横浜市交通局   @yokohama_koutuu
東海道・山陽新幹線　運行情報 @JR_Hikari
東京都交通局   @toeikotsu
ジョルダンライブ ! @JorudanLive

10 日
シンポジウム（当選者のみ）
横須賀カレーフェスタ（横須賀市主催イベント）＠三
笠公園 9:00 ～ 16:00（荒天中止）
・自衛隊の護衛艦等から２２種類のカレーが横須賀に
集結！
・海上自衛隊から認定を受けた各店舗の「本物の味」
を体験してみてください。
・１万食限定！無くなり次第終了です。
海上自衛隊バンドフェスティバル（当選者のみ）

11 日
横須賀パレード@横須賀中央通り～ドブ板通り～ヴェ
ルニー公園 11:00 ～ 14:00（雨天中止）

14 日
１日艦長＆トークショー／『蒼き鋼のアルペジオ　ー
アルス・ノヴァー』トークショー／映画『ポセイドン
の涙』ダイジェスト版上映／手旗信号の実演＆教室／
海自豆知識クイズ／スタンプラリー

17 日
１日艦長＆トークショー／『蒼き鋼のアルペジオ　ー
アルス・ノヴァー』ミニライブ／映画『ポセイドンの
涙』ダイジェスト版上映／手旗信号の実演＆教室／海
自豆知識クイズ／スタンプラリー

27 観艦式のしおり参加艦艇一覧（五十音順）
艦名　艦番号　定係港　所属　観閲部隊編成
あすか　ASE6102　横　開発隊群　観閲付
あたご　DDG177　舞　3護群 -3 護隊　受閲旗
あぶくま　DE229　呉　護艦隊 -12 護隊　観閲付
いかづち　DD107　横　1護群 -1 護隊　祝賀航行
いずも　DDH183　横　1護群 -1 護隊　受閲 3
うずしお　SS592　横　2潜群 -2 潜隊　受閲 4
うらが　MST463　横　掃海隊群　観閲
おおすみ　LST4001　呉　護艦隊 -第 1輸送隊　受閲 6
おおたか　PG826　佐　佐警 - 第 3ミサイル艇隊　受閲 7
おおなみ　DD111　横　2護群 -6 護隊　受閲 1
きりさめ　DD104　佐　4護群 -8 護隊　受閲 2
きりしま　DDG174　横　2護群 -6 護隊　観閲付
くまたか　PG827　余　余防 - 第 1ミサイル艇隊　受閲 7
くらま　DDH144　佐　2護群 -2 護隊　観閲
くろべ　ATS4202　呉　護艦隊 -第 1海上訓練支援隊　観閲
付
こくりゅう　SS506　横　2潜群 -4 潜隊　受閲 4
こんごう　DDG173　佐　1護群 -5 護隊　観閲付
さみだれ　DD106　呉　4護群 -4 護隊　受閲 2
しまかぜ　DDG172　佐　4護群 -8 護隊　受閲 1
しらたか　PG829　佐　佐警 - 第 3ミサイル艇隊　受閲 7
しらゆき　VT3517　呉　練艦隊 -第 1練習隊　観閲
ずいりゅう　SS505　横　2潜群 -4 潜隊　受閲 4
たかしま　MSC603　佐　掃海隊群 -2 掃海隊　受閲 5
ちはや　ASR403　呉　1潜群　観閲
ちょうかい　DDG176　佐　4護群 -8 護隊　観閲
つしま　MSO302　横　掃海隊群 -51 掃海隊　受閲 5
てんりゅう　ATS4203　呉　護艦隊 -第 1海上訓練支援隊　
観閲
とね　DE234　呉　護艦隊 -12 護隊　観閲付
はちじょう　MSO303　横　掃海隊群 -51 掃海隊　受閲 5
ひらしま　MSC601　佐　掃海隊群 -2 掃海隊　受閲 5
ぶんご　MST464　呉　掃海隊群　受閲 5
ましゅう　AOE425　舞　護艦隊 -第 1海上補給隊　受閲 6
みやじま　MSC690　呉　掃海隊群 -1 掃海隊　受閲 5
むらさめ　DD101　横　1護群 -1 護隊　観閲

てるづき DD116　佐　2護群 -6 護隊　公開

※所属の略語は、やや area-B 仕様です…
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