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舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
１２月～２月の行事結果

出初め式

餅つき大会
１２月１６日（日）
、海王丸友の会主催で恒例の餅
つき大会を実施しました。豆餅や昆布餅、ゆず餅、よ
もぎ餅、あんこ餅、きなこ餅など様々な種類のお餅と、
１月５日（土）、射水市消防出初め式が海王丸パー
野菜たっぷりでほかほかの豚汁をいただきました。天
ク内で行われました。人員点呼の後、放水訓練やはし
候にも恵まれ、のんびり穏やかに過ごすことができま
した。ボランティアの皆様のご協力に感謝しています。 ご登り、潜水隊初潜りなどが披露されました。岸壁に
ずらりと並んだ消防車による一斉放水は圧巻でした。

海王丸クリスマス恋人フェスティバル
１２月２２日（土）
、クリスマスに合わせて、当財
団では初となる恋活イベント「海王丸クリスマス恋人
フェスティバル」を実施しました。海王丸スタンプラ
リーやフリートークを通して親睦を深め、見事４組
（８名）のカップルが誕生しました！「恋人の聖地」
の名は伊達じゃない・・・！？
今後も、年５回程度、このイベントを実施する予定
です。

特別見学会
１２月２３日（日）
、１月１４日（月）
、２月１４日
（木）、普段の一般公開中は入ることのできない機関
室などの非公開区域へご案内する「特別見学会」を実
施しました。セイルロッカー（帆庫）では、実際に使
っている帆に触れるなど、珍しい体験に目を輝かせる
お客様がたくさんいらっしゃいました。来年度もまた
同時期に実施する予定ですので、見逃した方は是非遊
びに来て下さい。

♡パワーバレンタインウィーク♡
海王丸の進水記念日である２月１４日（木）のバレ
ンタインデーに合わせて「パワーバレンタインウィー
ク」を開催しました。
（２月９日（土）～１４日（木））
１０日（日）、１１日（祝）は日本海交流センター
でハーバリウム作り体験やチョコがもらえるサイコ
ロゲームなどを実施しました。１０日（土）に実施さ
れたカイロプラクティック体験は、筆者も体験させて
いただきましたが、
「めちゃくちゃ骨盤ゆがんでる
よ！」と言われたので現在通院しております（笑）
体
験
中
・
・
・

１４（木）は、海王丸では、日中に非公開区域の特
別見学会とメッセージ文を海王丸船長から直接お渡
しし、１８時からは夜間公開を実施しました。乗船時
には海王丸からのバレンタインプレゼントとして、窓
口でチョコレートを配布しました。一般公開でも夜間
公開でも、平日にもかかわらず多くのお客様にご来場
いただき、１９時から行われた県内若手演奏家による
コンサート「～ピアノ＆オルガン～鍵盤Ｄｕｏ ａｔ
海王丸」では第一教室が溢れかえるほどの大盛況でし

た。アンコールも湧き上がり、船にちなんで、という
ことで映画「パイレーツオブカリビアン」のテーマソ
ングで盛り上がりました。

ベンディングセイル・宿泊研修
来る２０１９年度総帆展帆に備え、４月６日（土）
～７日（日）にベンディングセイル（帆の取り付け作
業）を行います。
また同日に宿泊研修も予定しております。海王丸へ
の宿泊、訓練内容の再確認など多くはない機会ですの
で、是非ご参加下さい。
たくさんの参加をお待ちしております。

また日本海交流センターでは、クリスマスにも行わ
れた恋活イベント「海王丸バレンタイン恋人フェステ
ィバル」が実施され、２組（４名）のカップルが誕生
しました。次回は６月に実施の予定です。

今年は
晴れると
いいですね

今後の予定（３月～６月）
２月１８日
～３月８日
４月６日
～７日
４月８日
～２４日

船体整備期間
ベンディングセイル
ボランティア宿泊研修
船体・係留鎖等塗装工事

４月１２日

鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式

４月２１日

総帆展帆①

５月１日

満船飾
ちびっ子天国 in 海王丸パーク

５月２日
～６日

３日

カッター・セイリング教室

４日

親子展帆体験

５日

総帆展帆②・満船飾

５月２６日

総帆展帆③

６月３日
～７日

汚水処理装置点検工事

６月１６日

総帆展帆④

日時：４月６日（土）～７日（日）
８時３０分 受付開始
９時００分 ミーティング、作業開始
場所：受付、集合→第一教室
更衣室→海王丸船内後部
「ボランティア用更衣室」
服装：総帆展帆に準じた服装
※ 昼食は財団で準備します。
※ 出欠は同封返信はがきでお知らせ下さい。

総帆展帆

実施日一覧

２０１９年度の総帆展帆の日程が決定いたしまし
たのでお知らせします。海王丸パークのホームページ
でもご確認いただけます。
次回でなんと通算２５０回目の実施となります。昨
年は予定していた１０回すべてを実施することがで
きました。今年も１０回目指して、安全と健康に気を
付けながら力合わせて頑張りましょう！
＜健康状態の確認について＞
展帆ボランティアの皆様に、毎年健康状態の確認を
行っています。皆様が登しょう作業を安全に行える状
態であるかを確認し、乗組員が留意すべき点がないか
を見つけ出すことが目的です。
「健康状態確認票」を
同封しますので、その年の総帆展帆初参加の時に提
出して下さい。代わりに健康診断書を提出していただ
いても構いません。
ご協力よろしくお願いいたします。

ちびっ子天国

総帆展帆
４月２１日（日）
５月

５日（日・祝）

こどもの日

５月２６日（日）
６月１６日（日）
７月１５日（月・祝）
７月２８日（日）

今年のゴールデンウィークは１０連休！皆さんは
何をして過ごすかもう決めましたか？海王丸パーク
では今年もゴールデンウィーク期間中の５月２日（木）
～６日（月）に「ちびっ子天国」を開催いたします。
今年は「即位の日」と「こどもの日」、２回の満船飾
を予定しています。他にもカッター・セイリング体験
や親子展帆体験など、たくさんのイベントを実施しま
すので、ぜひご家族でお越しください。

海の日 登しょう礼
富山新港花火大会

８月２５日（日）
９月２３日（月・祝）

１０月１９日（土）

世界で最も美しい湾クラブ
総会イベント
（展帆・畳帆の時間が変わります。
詳細後日。
）

１０月２７日（日）

富山マラソン２０１９

ボランティア証について
現在、ボランティアの皆様にお渡ししている「海王
丸ボランティア証明書」は有効期限が５年です。平
成２６年にボランティアに登録された方はボランテ
ィア証の有効期限が切れていますので、新しいものを
総帆展帆の受付時にお渡しいたします。
他にも有効期限が切れている場合はお知らせ下さ
い。

ご確認ください→

無料乗船券について
海王丸ボランティアの会員特典として、総帆展帆へ
参加してくださった方に海王丸無料乗船券をプレゼ
ントいたします。その年の総帆展帆初参加の時にお渡
ししますので、お声がけください。ご家族やご友人を
是非ご招待してみて下さい。

着任の挨拶
海事課長（一等航海士）
大坂 篤志（おおさか あつし）

1 月 1 日付けで海事課長と
して着任しました、大坂篤志
です。
2 度目の初代海王丸の勤務と
なりますが、初心に戻り海王
丸パークの発展、海王丸の保
守整備に精一杯頑張りたいと
思います。安全第一、ボラン
ティアの皆様の力があってこその海王丸だと考
えております。今後ともどうぞよろしくお願いし
ます。

退任の挨拶
海事課長（一等航海士）
木戸 秀太郎（きど ひでたろう）
1 年 9 か月の富山での陸上勤務
が間もなく終わりになろうとし
ております。今まで、一等航海
士を歴任された方は、その大半
が二等航海士として財団経験を
有する方でしたが、私は横浜を
含め初めての財団勤務でしたの
で勝手がわからず皆さまに大変
ご迷惑をおかけしたところも
多々あったかとは思います。2017 年 4 月の着任以来、
関係者の皆さまにはお世話になりありがとうござい
ました。
こちらに着任してから、それまで練習船では次席一
等航海士（ファーストオフィサー）をしておりました
ので、一等航海士（チョッサー）と呼ばれるのに少し
違和感を感じておりました。帆船での勤務は 2010 年
の日本丸以来、約 7 年振りのものでしたが、かつての
ことを思い出しながらの勤務でした。2 年続けて「タ
モリカップ」にも携わることができ、また、帆船海王
丸の記念すべき 88 回目の誕生日（米寿）にも居合わ
せることが出来きまして、とても良い経験となりまし
た。そして、記念すべき来船者 200 万人達成にも立ち
会うことができたことも良い思い出になりました。
船関係では、船長をはじめ少しやんちゃ！？な二等
航海士そして甲板部職員の方にも恵まれ、皆さまから
時には厳しくそして時には優しい目で見ていただき、
多方面で支えて下さりありがとうございました。事務
所関係においても色々な方と巡り合うことができ、こ
れからの人生においてとても良い経験を積ませてい
ただきました。また、射水の地元でも色々な方との出
会いもありました。
それにしましても、2018 年の 1 月から 2 月の豪雪
はとても思い出に残りました。これまでは、雪が少し
積もる程度の経験はありましたが、こんなにもすごい
雪は初めての経験となり、もちろん雪掻き自体も初め
てで、雪国での生活の大変さを少しは経験することが
できました。車の運転などもなかなかスリリングなも
のがありました。また、雪国ならではのスキーなどを
楽しむこともできました。

舵輪 第１５７号
発行日 ２０１９年 3 月
E-mail
by-the-wind@
kaiwomaru.jp

私事ではありますが、昨年の 4 月からは単身で富山
に来ましたが、皆さんの協力のおかげで 1～2 ヶ月に
1 度は長崎に帰省し、妻と息子とのかけがえのない時
間を過ごすことができました。また、その往復に使用
していたサンダーバードや北陸新幹線にもすっかり
慣れ、これもまた良い思い出となりました。
1 月からは、同じ船名の 2 代目海王丸での勤務とな
りますが、この富山の初代海王丸で培った知識・経験
を生かして頑張っていこうと思っております。
最後にはなりましたが、色々な経験を与えてくれた
初代帆船海王丸、そしてその海王丸を支える財団の職
員の皆さまと海王丸ボランティアの皆様方に感謝を
申し上げます。またどこかでお会いできる日を楽しみ
にしております。
ボランティア掲示番
カヌー体験会のご案内
ボランティア No.764 田崎

聡

フォアマストの田崎です。去年口頭で紹介しました
が、４月から１１月まで、富山駅北の環水公園で毎月
基本第三日曜にカヌー体験会をしてます。綺麗な池で
水の上を滑っていく感じを体験してみませんか？
受付が１０時～１１時半と１３時～１４時半で、
一回１５分位、保険料に３００円ほどいただいてま
す。今年は４／２１、５／１９、６／１６、７／２
１、 ８／１８、９／１５、１０／１３、１１／１７。
安定なカヌーしか使いませんので、初心者でも安心し
て乗ってもらえます。

＜問合せ＞
LINE（sataz）
、メール（satazruihong8@gmail.com）
または展帆日に田崎へ。

公益財団法人 伏木富山港・海王丸財団
〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地
ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１
ＦＡＸ ０７６６－８２－５１９７
ＵＲＬ http://www.kaiwomaru.jp

