
１１００月月末末～～１１月月のの行行事事結結果果  

第第２２２２回回  運運動動会会『『ネネププチチュュニニアアーードド』』  

  

 

 

 

 
 

 

 新年明けましておめでとうございます。２０１８年

がスタートしました。皆様にとって良い一年となりま

すよう財団一同、心よりお祈り申し上げます。 

 今年も多くの方に美しい海王丸を見ていただける

よう、一致団結して頑張っていきましょう！！！ 

 

 

  

 

 １０月２９日に海王丸運動会を開催しました。 

あいにくの天気で総帆展帆と同時開催はできません

でしたが、交流センター内の広い研修室で輪投げや、

椰子の実リレーを行い、いつも白熱する綱引きは屋根

のあるパーゴラ下で実施しました。 

 優勝チームは「チーム：フォアマスト」です。全競

技の結果は下記の通りです。 

 

 
 
 １１月になって雨天が続いたため、５日に帆を乾か
すためのドライングセイルを実施し、翌日６日に全て
のセイルを取外しました。 
 マストからセイルがなくなり、枯れ木のようで少し
寂しい気持ちになりますが、これからいよいよ北陸の
「雪」対策です。 

参加していただいたボランティアの皆様、ご協力あ
りがとうございました。これで海王丸も安心して年を
越すことができます。 
取外したセイルはこれから次の展帆日に向けて、乗

組員が手作業で補修します。 
※アンベンディングセイルとは、帆を取外す作業のことです。 

  

Ｆマスト Ｍマスト Ｍｚ・Ｊ

① 輪投げ 24 18 30

② 椰子の実リレー 20 10 30

③ 綱引き 50 40 30

   総　得　点 94 68 90
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ボボラランンテティィアアのの集集いい  

餅餅つつきき大大会会  

特特別別公公開開  

 
 
 １１月４日～２４日を帆装艤装整備期間として海
王丸を非公開とし、オレンジ色のマストやヤード、黒
色のシュラウドなどを、全て上塗り塗装しました。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボースンチェア(Bosun's chair)とは、直訳すると
「甲板長の椅子」になりますが、マスト上の作業で
用いられる吊し型腰掛けのことです。 
 
  

 
１２月２日に海王丸ボランティアに感謝する

とともに、ボランティア相互の親睦を図ることを
目的とした集いを開催しました。海王丸財団の関
係者や、来賓として「射水市の夏野市長」にも参
加していただきました。 
ボランティアの集いでは、今年の総帆展帆に８

割以上参加された方（５７名）、甲板作業に３５
時間以上参加された方（６名）が精勤賞を受賞さ
れました。来年度もまた、多くのボランティアと
してのご参加をお待ちしております。 

 
 

 
 
 １２月１７日に恒例行事の「餅つき大会」を開
催しました。当日の天気が吹雪くこともありまし
たが、多くのボランティアの元気なパワーでなん
とか乗り切ることができ、つきたての美味しいお
餅と温かい豚汁を堪能しました。 

 
 

１２月２３日及び１月８日に、普段は一般公開
していない「セイルストア」や「機関室」「食物
庫」などを公開しました。船の底まで部屋がある
ことに多くの参加者は驚かれていました。 

↑セイルを作成する際に使用する道具を説明 

 
 

ママスストト・・ヤヤーードド塗塗装装  

ボースンチェアを使

って塗装します 
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http://dic.nicovideo.jp/a/Bos
http://dic.nicovideo.jp/a/air


今今後後のの行行事事予予定定（（２２月月～～４４月月末末））  

緑緑地地広広場場  完完成成間間近近  

NNeeww  Restroom Open ! 12/28 

  

幸幸せせののベベルル結結婚婚式式  

パワーバレンタインウィーク２０１８ 

寒寒波波到到来来！！  雪雪かかきき実実施施！！  

印象的なものとしては、「船の階段はとても急で
すね」といった意見が多くありました。 
船は揺れる乗り物です。新人船乗りを教育する上
で、まず階段の乗り降りの安全な姿勢から教えて
います。 

 
※ボランティアさんの希望で、特別公開の日にボラ

ンティア対象の非公開区域を紹介しました。 
「バウスプリットの中って、見たことありますか？」 

 
 

１１月２７日に今年度２回目の「幸せのベル結
婚式」が執り行われました。 

財団員一同、お二
人の末永いお幸せ
を心より願ってい
ます。 
また二人でベルを

鳴らしにパークに
来て下さいね。 

 
 

海王丸パーク駐車場にあるトイレが新しくな
りました。前回のトイレと較べて面積が約５倍の
広さに改装しました。 
 
 
現在緑のパーゴラ付近で富山湾を一望できる

展望台を建設しています。春に完成予定です。海
の近くの高台から、富山湾、立山連峰、新湊大橋、
そして帆船海王丸を見渡すことができるように
なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今年もついにこの時期が参りました！！ 
雪化粧した海王丸も魅力的ですが、見学に来られ
たお客様に怪我なく楽しんでいただくために、雪
の日は朝から乗組員一同雪かきを実施していま
す。「ママさんダンプ持って来い！」←最初は何
のことかさっぱりでした。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※都合により、変更又は中止となる場合があります。 
 

 
 

海王丸８８歳（米寿）の誕生日（進水記念日）
を記念することと、「恋人の聖地」のＰＲとして
２月1０日から１４日のあいだ、パワーバレンタ
インウィーク２０１８を実施します。期間中はカ
ップル（恋人、夫婦、親子、友達など）限定です
が、乗船料が半額になります。１４日については、
海王丸の誕生日ということで、乗船料が無料！さ
らに夜間公開も実施します。 
＊１４日の１８時３０分～（１部） 
     １９時１０分～（２部） 
いみずＰＲ大使のアイムジップによる『バレンタ
インライブ』を開催します。（場所：第１教室） 
 
≪夜間公開≫18:00～20:00 

  ※終了30分前までにご乗船下さい 
 

 
 
３月１１日に海王バードパークにて探鳥会が

開催されます。参加費は無料、野鳥観察指導員に

よる野鳥の解説があります。ご家族やご友人を誘っ

て是非ご来園ください。 

・時間：午前８時３０分～ 
・場所：海王バードパーク 

観察センター２階 

２月１０日（土） 
～１４日（水） 

パワーバレンタインウィーク 

２月１４日（水） 
海王丸特別公開③  

進水記念日（満船飾・夜間公開） 

２月１５日（木） 
～３月９日（金） 

船体整備期間（非公開期間） 

３月１０日（土） 海王丸公開再開 

３月１１日（日） 探鳥会・野鳥講演会 

４月７・８日  
（土・日） 

ベンディングセイル 
ボランティア宿泊研修 

４月９日（月） 
～２５（水） 

船体・係留鎖塗装工事 

４月１３日（金） 鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式 

４月２２日（日） 総帆展帆① 

探鳥会へのお誘い 
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ベンディングセイル 

 

平平成成３３００年年度度  総総帆帆展展帆帆日日ままととめめ  

精精勤勤賞賞  副副賞賞品品（（案案））募募集集  

ボランティア宿泊研修 

 

 
 
今年も総帆展帆に備え、ベンディングセイル（セイ

ルの取り付け作業）を行います。多くのボランティア

の皆様のご参加をお待ちしております。 

出欠につきましては、同封の返信ハガキにてお知

らせ下さい。＊お昼のお弁当は財団で準備します。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

４月７日にボランティア宿泊研修を実施しま
す。今年の宿泊研修では夕方１９時より「海洋会
富山支部の山崎支部長」から海や船に関する講演
会を企画しています。海王丸の船内に宿泊でき、
海洋に関する知識を深める貴重な機会です。是非
ご参加ください。 
参加対象：海王丸ボランティア 

 
 

平成３０年度の総帆展帆は下記の日程で実施
いたします。ボランティアの皆様におかれまして
は、「総帆展帆８割以上参加！」精勤賞を是非目
指していただきたいと思います。 

 
 
近年、総帆展帆のボランティア参加人数が減少

傾向であることから、総帆展帆参加に対するモチ
ベーション向上のため、今年度の精勤賞の「副賞
品」をボランティアの皆様から作成案を募集した
いと思います。同封の返信ハガキ「自由記述欄」
に記入して下さい。 
＜作成案の例＞ 

1. 海王丸ボランティアに関係するグッヅ 

2. 総帆展帆等のボランティア活動にて利用できる 

3. ボランティア募集ＰＲにつながる 

4. 予算内に収まる品（3000円程度） 

（過去の精勤賞副賞品） 
H27 トートバック H28 スポーツタオル 
H29 ウィンドブレ－カー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
平成２年から第１回の総帆展帆を実施し、今年

度で２３９回となりました。 
展帆ボランティアとして総帆展帆を２００回

以上参加され、ゴールド賞を受賞された方はこれ
までで９名もおられます。平成２年！筆者はまだ
３歳です！！そんな頃から海王丸を支えて下さ
っているボランティアの皆様がいることに感動
しています。『富山に来たら、海王丸を見に行く
でしょ』そんな魅力いっぱいのパークでありたい
と願っています。今後ともよろしくお願いいたし
ます。 
P.S 平成もあと１年少々で終わりを迎えます。 
次の年号は何になるのでしょうか？？？ 

※都合により、変更又は中止となる場合があります。 

４月２２日（日） 総帆展帆 ① 

５月５日（土） ２回目 満船飾 

５月２７日（日） ３回目  

６月１７日（日） ４回目 

７月１６日（月） ５回目 登しょう礼 満船飾 

７月２９日（日） ６回目 

８月１９日（日） ７回目 

９月２３日（日） ８回目 

１０月１４日（日） ９回目 

１０月２８日（日） １０回目 運動会 満船飾 

今今年年度度ののままととめめ  

日時：４月７日（土）、８日（日） 

   ８時３０分 ミーティング（船内第１教室） 

   ９時００分 作業開始 

服装：総帆展帆に準じた服装 

※更衣室は、海王丸船内後部の 

「ボランティア用更衣室」となります。 

「舵輪」では、ボランティアの皆様か
らの投稿記事を随時募集しています。 

イベント情報、海王丸にまつわる逸
話・日常で出会ったちょっとイイ話・

連絡事項など、何でも結構です。 

投稿方法はハガキ・封書・ＦＡＸ・メ

ール・口頭、何でもＯ.K.です。どしど
しご投稿下さい！！ 

 

投稿記事募集中！ 


