光る海、青く霞む島影に
ヨ ッ ト の 白 い 帆、波 し ぶ
きをあげて走るモーター
ボート、防波堤に並ぶ釣り
人たち、海辺にたつと様々
な海洋レジャーを楽しむ
人々の姿が目に映ります。
この海洋レジャーガイ
ド ブ ッ ク「 ハ ロ ー！ マ リ
ン・レジャー」は小型船舶
操縦士の免許、船舶検査・
登録・保険、緊急時の措置、レジャー情報など海洋レジャーを快適かつ安全に楽しむため
に心得ておくべき事柄をまとめたものです。本書が、プレジャーボートを楽しむためのガ
イドブックとして広くご活用いただければ幸いです。
また本書は、平成4年から作
成されて来ており、多くの方々
から好評いただいています。更
に本書の中身は全て私どもの
HPにPDFファイルとして掲載
されておりますので、ご活用く
ださい。
本書の発行にあたりまし
て は、国 土 交 通 省、海 上 保 安
庁、気象庁等の関係各所及び
関 係 機 関・ 団 体 か ら ご 指 導
と資料のご提供をいただき
ました。
厚くお礼申し上げます。
平成28年2月
快適な海洋環境づくりをめざす
会長

戸田

邦司
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