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１０～１２月の行事結果 

総帆展帆 

富山マラソン２０１６ 

ネプチュニアード２０１６  

優勝チームは・・・ 

 

明けましておめでとうございま
す。２０１７年がスタートしまし
た。皆様にとって良い１年になり
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、頑張っていきましょう！！！ 
 
 
 
 
 
総帆展帆⑦ 
（２３０回目） 
☆実施日 １０/１６(日) 
☆参加人数 ７０名 
☆天候 晴 
☆風 NE ３m/s 
☆気温 ２３℃ 
 
 
 
総帆展帆⑧ 
（２３１回目） 
☆実施日  １０ /３０
(日)  
☆参加人数 ７７名 
☆天候 晴 
☆風 ENE ３m/s 
☆気温 ２２℃ 
 
 
 
１０月３０日、県内外から１万２千人のランナ

ーが参加して行われた「富山マラソン２０１６」。
昨年同様、新湊大橋がコースになり、多くのラン
ナーや応援で来られた方に総帆展帆した美しい
海王丸を見て頂くことができました。展帆してい
る海王丸をバックに記念撮影をしているランナ
ーの方が多くいらっしゃいました。 

２０１７年は１０月２９日（日）に開催される
とのこと。参加するランナーの方々に海王丸の優
雅な姿を見ていただきましょう 

 
 
 
今年も最後の総帆展帆の１０月３０日に海王丸運

動会“ネプチュニアード２０１６”を開催しました。 
マスト毎に分かれて、競い合いました。 
種目は、 
 
・輪投げ  
・椰子の実リレー 
・綱引き  
 
マスト毎のチームワークも発揮され、運動会はと
ても盛り上がりました。今年度の優勝チームは
“フォアマスト”でした。フォアマストチームお
めでとうございます。他のマストの皆さん！来年
は優勝できるように、今まで以上に一致団結して
いきましょう！ 

舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です 
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ボランティアの集い 

アンベンディングセイル 

絵画コンテスト 

 
 
１１月５日（土）にアンベンディングセイル（全 

ての帆を取り外す作業）を行いました。当初、２日間
の作業予定でしたが、天候に恵まれ、スムーズに作業
が進み、１日で帆を外し終えました。これで冬に向け
ての準備が整いました。取り外した帆及びロープ類は
補修を船内で行い、セイルストアに収納しました。 
作業に参加してくださったボランティアの皆様、
本当にありがとうございました。 

 
 
一年間のボランテ

ィア活動への感謝の
気持ちを込め、11
月１９日に「ボラン
ティアの集い」を大
門総合会館にて開催
しました。６６名の
ボランティアの皆様
が出席して下さいま
した。 
式では精勤賞の表彰を行い、展帆ボランティア

代表高野奈津子さん、甲板ボランティア代表長谷
川道子さんに柳野会長から感謝状と記念品をお
渡ししました。今年度の精勤賞受賞者は、展帆ボ
ランティア（おおむね８割以上参加）は６０名、
甲板ボランティア（３５時間以上）は５名の方々
でした。感謝状と記念品を受け取られていない方
は、海王丸パークにお越しいただいた際にお渡し
しますのでお声掛け下さい。なお、今年度の精勤
賞の記念品はオリジナルスポーツタオルです。総
帆展帆の際などにお使いいただけると光栄です。 

ボランティアの皆様、一年間ありがとうござい
ました。来年度もどうぞよろしくお願いします。 
 
 
第２０回「ぼくらの夢帆船」帆船海王丸絵画コ

ンクールの表彰式が１１月３日（祝）に行われま
した。同コンクールは“帆船海王丸の絵画制作を
通じて、青少年に海と親しみ、触れ合う機会を提
供し、海・港・船に関する理解と知識の増進を図
る”ことを目的に行われています。今年は射水市
や県内西部地域の小学校１７校から３９４点の
応募がありました。 

最優秀作品（低学年）  最優秀作品（高学年） 
白井 柚紀君（１年生） 櫻井 康輔君（６年生） 

 
海王丸船長賞 
廣原 大和君（４年生） 
 
その他、優秀賞や特選に 
１６名が選ばれました。 
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餅つき大会 

 

ベンディングセイル・宿泊研修 

 

パワーバレンタインウィーク２０１７ 

☆非公開区域の特別公開☆ 

 

 

甲板ボランティアに挑戦してみよう  

 
 
１２月１８日（日）、

年末恒例、「もちつ
き大会」を行いまし
た。海王丸乗船口で、
３０kgの炊き立ての
お餅をつきました。
当日は晴天に恵まれ、
多くのボランティア
の参加もあり大変盛
り上がりました。お
餅の他にも野菜たっ
ぷりの“海王丸特製
絶品豚汁”も振舞わ
れ、参加した方々か
らは笑顔がこぼれて
いました。 
 
 
 

 
 
海王丸８７歳の誕生日（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11 
日から１４日のあいだ、パワーバレンタインウィ
ーク２０１７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。 
夜間公開時には、富山科学博物館の学芸員による
星座観測会などが行われます。 
 
≪夜間公開≫18:00～20:00 
 ※終了30分前までにご乗船下さい 
 

  
 

12月２３日、１月
９日に続き、２月１４
日（火）に平成２８年
度３回目の特別公開
を行います。セイルを
作っている作業場、食
料庫そして機関室な
ど普段は立入禁止と
なっている場所を乗
組員が案内します。右
の写真は機関区域の
ものです。 
１日で計４回、以下の時間に実施予定です。

各回先着３０名様までとなっていますので、お
早めにお越し下さい。 
 
≪特別公開≫ 
・受付場所：第１教室 
・時間  ：10時、11時、13時、14時 
・参加費 ：無料 
※海王丸進水記念日のため乗船料も無料です。 

 
 

 
甲板ボランティアを通して海王丸のことをも

っと知ってみませんか。 
非公開区域の見学、ロープワーク等考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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。併せて宿泊研修を実施します。展帆に関して
実技経験をしたい、もう一度作業手順を復習した
い等、知識・技術向上を目指す為の研修です。海
王丸の船内に宿泊できる貴重な機会です。是非ご
参加ください。部屋や食事等の準備がありますの
で、事前に必ず返信ハガキにてお知らせ下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

今後の行事予定 

実施日時：平成２９年４月８日、９日（土、日） 
     ８時３０分～１６時３０分 
・着替え場所は船内となります。 
 両日とも、８時３０分より海王丸第一教室にてミ
ーティングを行います。 

※宿泊研修も兼ねていますので、宿泊の有無も併せ
て同封の返信ハガキにてお知らせください。 

※宿泊される方は、作業に参加可能な日の記載も忘
れずに行って下さい。 

 

開催日：２月１８日（土）、２５日（土）、  
３月５日（日） 

時間：午前の部（０９３０～１１３０） 
午後の部（１３３０～１５３０） 

集合場所：第１教室（防寒対策をお願いします。） 
※事前に準備をしますので、メール、電話で申
し込みを前日（１５時）までにお願いします。  
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～「冬のイベント」について～ 
ボランティアＮｏ．４０１今井  雄治氏 

 

 

オリジナルTシャツ・ポロシャツ 
の作成について 

ボランティアＮｏ．４０１今井  雄治氏 

 

 

～いっちゃんリレーマラソンについて～ 
ボランティアＮｏ．７４２ 清水 康光氏 

 

 

～スキーイベントの実施について～ 
ボランティアＮｏ．７４２ 清水 康光氏 

 

 

 
 
明けましておめでとうございます。今年も宜しくお

願いいたします。先にご案内していました「冬のイベ

ント」についてお知らせいたします。 

今回は、富山県ナチュラリスト協会主催の観察会への

参加といたしました。冬ならではの動植物の様子を観

察しナチュラリストにどんどん質問してみましょう。 

新しい発見がいっぱい！かも？ 

「冬の雪上観察会 in 牛岳の森」 

・日時：平成２９年２月５日（日）受付 ９：００～ 

・場所：五感リゾート ささみね 正面玄関前 

    富山市山田赤目谷３１－２８ 

    ０７６－４５７－２１３１ 

・参加費：大人１００円（資料代など） 

・申込締切：平成２９年１月２０日(金) 

・申込先 ：No.401 今井雄治  

０９０－７７４７－３４２３(ｼｮｰﾄﾒｰﾙ可能) 

申込みの際、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾅﾝﾊﾞｰと連絡先(電話番号)、住所

をお聞かせ下さい。 

・お問合せ先：ﾅﾁｭﾗﾘｽﾄ協会事務局 の水野洋子さん(展

帆ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ)まで 

・持ち物：昼食、飲物、雨具、防水の履物、防寒用服

装など 

かんじき、ｽﾉｰｼｭｰをお持ちの方はご持参下さい。 

かんじきのレンタル希望者は参加申込時に申込んで

下さい。多数のご参加をお待ちしています。 

 
 

 
試作中の T シャツ・ポロシャツのデザインです。 

何ヶ所かの修正、変更箇所が有りますが、ご意見を頂

き良い物にしたいと思います。 

色は、↑の通りです。料金は、1 着 1,000 円から

1,500 円の範囲です。ご希望が多いほど価格がお安

くなります。舵輪同封の返信はがきにて、どれくら

いの方が T シャツ・ポロシャツを希望されているか

調査をいたします。返信ハガキに枚数及びサイズ・色

をご記入ください。なお、調査なので、購入が決定す

るものではありません。 

 

 

一昨年、海王丸ボランティアチームとしてハーフマ

ラソンに参加しましたが、今年はフルマラソンの部に

参加したいと思っております。健康維持のため、心地

よい汗をかきませんか？みんなで楽しい一日にした

いと思っています。チームで 1 周（２㎞）の距離を

交代しながら走ります。走れる方は何周走っても構い

ません。今年の日程は未定ですが、毎年６月第一週の

日曜日に開催されています。大会当日までに、何回か

の練習日を設けたいと思います。 
 
 
 
昨年は暖冬で雪が少なく残念でしたが、今年は沢山

の雪が降るものと思っております。初めての方、久し

ぶりな方一緒にスキーをしませんか？昔と違いシー

ズン中でも、リフト待ちがほとんどない状態です。 

・日時：平成２９年２月１２日（日）午前９：００～  

 午後３：００までの間（自由集合、自由解散） 

・集合場所：牛岳温泉スキー場ヒュッテコンパニー 

（ゲレンデを背にして左端の建物） 

会費等はありません。各自でリフト券等の準備をして

ください。当日は、1 日券 500 円引きのクーポンを

持っていきます。必要な方は申し出てください。 

当日は、スキーが少し上手くなるワンポイントアドバ

イスなど行いたいと思っています。楽しい 1 日にな

れば良いなと思っています。沢山の参加をお待ちして

います。 

■マラソン及びスキーの参加申込は No724 清水ま

で、携帯電話 090-6275-1010 ショートメール

にて連絡ください。 
 
 
平成２９年がスタートしましたが皆様いかが

お過ごしでしょうか。 
お正月におせちやお餅を食べ過ぎて体重が増

加された方が多くいらっしゃるのではないでし
ょうか（笑）筆者もその一人ですが・・・ 
冬の間に体調を整えていただくと共に、しっかり
休養を取っていただいて、春からの総帆展帆に備
えていただけたらと思います。まだまだ寒い日が
続きますが、風邪などひかれないようにご注意下
さい。 
私事ですが、１月いっぱいまで海王丸でお世話

になることになりました。あと少しの期間ですが、
冬の富山を堪能したいと思います。ボランティア
の皆様、もうしばらくの間、よろしくお願いしま
す。そして、今年も海王丸をどうぞよろしくお願
いいたします。             （こ）

あとがき 

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 
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