第１６０号
２０２０年 冬

発行

舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
９月～２月の行事結果

曇り空の下、いつ雨が降るか（今年は悪天候による
中止が多かったので）内心戦々恐々としながら久しぶ
秋のファミリーフェスティバル
りに屋外で行われた運動会。今年は優勝が続いていた
９月２１日～２３日、秋のファミリーフェスティバ
ルを実施しました。台風１７号接近による強風のため、 フォアマストチームを破り、ミズン・ジガーマストチ
ームが優勝しました！おめでとうございます。全競技
屋外のイベントの多くが残念ながら中止となってし
で１位を獲得したミズン・ジガーマストチームの勢い
まいましたが、消防車両の展示やじゃんけん大会など
に乗り、今後の展帆も全員が一丸となって元気に、そ
親子連れのお客様が多く楽しんで行かれました。
して安全に行いたいですね。

世界で最も美しい湾クラブ in 富山
１０月１６日～２０日にかけて、世界で最も美しい
湾クラブ世界総会が富山県で行われました。海王丸パ
ークもその会場の一つとなり、１０月１９日には海王
丸パークにて各種歓迎イベントを実施しました。雨天
だったため、予定していた総帆展帆や曳山整列は残念
ながら中止となりましたが、華やかに飾られた漁船に
よるパレードは大いに盛り上がりました。

↓ 結果発表 ↓
競技＼マスト
Ｆ
Ｍ
Ｚ・Ｊ
輪投げ
３２
３４
５２
椰子の実
１０
２０
３０
綱引き
３０
４０
５０
総得点
７２
９４
１３２
順位
３
２
☸１☸
Ｆ：フォア、Ｍ：メイン、Ｚ・Ｊ：ミズン・ジガー

アンベンディングセイル
１１月３日、冬に備えてアンベンディングセイル
（帆を取り外す作業）を行いました。取り外した帆は
次回使用まで帆庫へ収納されますが、湿ったままだと
カビが生えるので、前日までにしっかり乾燥させるこ
とが重要です。今回は、前日が非常に穏やかな天気だ
ったので、１昼夜にわたってルーズセイル（写真）の
状態で乾燥させ、帆がイルミネーション色に照らされ
る珍しい光景が見られました。

海王丸運動会「ネプチュニアード」
１０月２７日、２０１９年最後の総帆展帆に合わせ
て毎年恒例の運動会『第２４回ネプチュニアード』を
実施しました。この日の天気は午後から崩れるか
も・・・？ということで総帆ではなく縦帆１１枚のみ
の展帆とし、早めに展帆作業が終了したのでお昼休み
の前に運動会を行いました。

ボランティアのつどい
１１月３０日、１年の締めくくりとして『ボランテ
ィアの集い』を大門総合会館で行いました。２０１９
年は荒天に見舞われることが相次ぎ、出来なかったり、
ストームセイル（荒天航海時の減帆している状態）に
よる展帆などありましたがけがや事故もなく無事に
終えることができました。どのような時も臨機応変に
対応して下さったボランティアの皆様のおかげです。
今年は４６名の展帆ボランティア、６名の甲板ボラ
ンティアの方々が精勤賞を受賞されました。おめでと
うございます。今後とも、海王丸への熱いご支援をよ
ろしくお願いいたします。

パワーバレンタインウィーク
２月１４日の進水記念日並びにバレンタインデー
に合わせて、２月８日～１４日まで「パワーバレンタ
インウィーク」と題し、各種イベントを実施しました。
バレンタインにちなんだスイーツの販売や海王丸
パーク内をめぐるウォークラリー、カップルなどのグ
ループで写真撮影、オリジナルフォトフレームの作製、
恋活イベントなどが行われ、天気の良い日は多くのお
客様にお越しいただきました。特に１４日は「本当に
２月？」と首を傾げるほどの快晴で、乗船者には窓口
でチョコレートを先着順で配布しました。たくさんの
お客様がお越しいただき、用意した２００個があっと
いう間になくなってしまうほどでした。またこの日は、
２組のカップルが「幸せのベル結婚式」を行いました。
前日の恋活イベント、恋人フェスティバルでも４組の
カップルが成立し、「恋人の聖地」としての役割に貢
献することができました。
１４日の夜は、年間唯一の海王丸夜間公開と観光船
万葉丸によるナイトクルージングを行い、ライトアッ
プされた海王丸を上からも下からもご覧いただきま
した。船内では「Ｒｉｅ うたうたい」さんによるギ
ターの弾き語りライブがありました。恋にちなんだゆ
ったりとした曲を中心に、優しい歌声が船内に響き渡
りました。

餅つき大会
１２月１５日、海王丸桟橋にて、帆船海王丸友の会
主催の餅つき大会を行いました。今年は１２月になっ
ても雪が降らず、寒風にさらされることもなく、おだ
やかな天候の下、３０ｋｇの餅をつきました。温かい
豚汁とつきたてのお餅の組み合わせは格別でした。

特別公開
海王丸の普段公開していない非公開区域を見学す
ることのできる特別見学会を１２月２２日、１月１３
日、２月１４日の３回実施しました。船倉、帆庫、船
内作業場、機関室、食糧庫を順番に見学し、普通の裁
縫では使わないような帆の縫製用の針や糸などの道
具を手に取ったり、たくさんの驚きや発見があったよ
うです。

２０２０年２月１４日の進水記念日で、海王丸は進
水９０周年を迎えました。進水記念日とは、船体が初
めて水上に浮かべられた日のことを指し、船の誕生日
だとされています。海王丸は１９３０年の２月１４日
に進水し、１９８９年までの５９年間、将来の船員た
る若者たちを乗せて全世界を航海しました。その翌年
からは富山県に係留され、４月２８日に一般公開を開
始して今年で３０周年となります。今後も海王丸が皆
様に親しみ深いものであるよう、総帆展帆や海洋教室
などのイベントを変わらず続けて参りますので、いつ
でも海王丸へ遊びにお越しください。

今後の予定（３月～６月）
～３月１３日

船体整備期間（乗船不可）

４月４日、５日

ベンディングセイル
宿泊研修

４月 ６日
～２２日

船体・係留鎖等塗装工事（乗船可能）

４月１０日

鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式

４月１１日
１２日

新規養成訓練①

４月１９日

総帆展帆①
ちびっ子天国
３日

５月２日
～５日

令和２年度

総帆展帆・新規養成訓練

今年の総帆展帆は、下記日程で１０回を予定してお
ります。また、新規養成訓練は４回実施する予定です。
新規養成訓練では、操帆作業について復習するための
再訓練も一緒に実施できますので、ご希望の方は海事
課職員までご連絡下さい。
４月１１日
１２日

新規養成訓練①

４月１９日

総帆展帆①

５月５日

総帆展帆②

５月１６日
１７日

新規養成訓練②

５月２４日

総帆展帆③

６月１４日

総帆展帆④

７月４日
５日

新規養成訓練③

７月２６日

総帆展帆⑤
※登しょう礼

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１６日
１７日

新規養成訓練②

８月１０日

総帆展帆⑥

５月２４日

総帆展帆③

８月３０日

総帆展帆⑦

６月１４日

総帆展帆④

９月５日
６日

新規養成訓練④

９月２０日

総帆展帆⑧

１０月１８日

総帆展帆⑨

１１月１日

総帆展帆⑩
※運動会

海王丸進水９０周年・一般公開３０周年
２０２０年は、海王丸進水９０周年と一般公開３０
周年という節目の年です。これらを記念して、今年は
様々なイベントを計画中です。ホームページやフェイ
スブック等でお知らせしていきますので、続報をお待
ちください。
ＨＰ：http://www.kaiwomaru.jp/
Facebook：
「海王丸パーク公式ページ」で検索

「帆船海王丸」物語

優待販売開始

海王丸ボランティアを対象に、昨年発行した『
「帆
船海王丸」物語』の優待販売を開始します。海王丸ボ
ランティア登録者は、通常（８００円（税込）
）の２
割引（６４０円（税込））で購入が可能です。（ただ
し、年度ごとに一人１０冊まで）
ご購入を希望される方は、海事課職員（二等航海士）
までお声がけください。

ベンディングセイル・宿泊研修
今年の総帆展帆開始に備え、４月４日、５日にベン
ディングセイル（帆をヤードに取り付ける作業）を行
います。
また、同日に１泊２日の宿泊研修を行います。両日
とも日中はベンディング作業および整備作業を行い、
４日夜は海王丸船内で宿泊となります。
たくさんの参加をお待ちしております。
日時：４月４日（土）～５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
※昼食は財団で用意します。
※出欠は返信はがきでお知らせ下さい。
新型コロナウイルスの状況によって、急遽予定が変更
になる可能性がありますので、ご注意ください。

ボランティア掲示番
万葉集全２０巻朗唱の会
１０月４日～６日にかけて、高岡古城公園で毎年実
施される「万葉集全２０巻朗唱の会」へ、ボランティ
ア１０名と二等航海士で参加してきました。

「初春の令月にして 気淑く風和らぎ・・・」
２０１９年からの新元号「令和」の出典にもなり話
題となった万葉集。２０巻４５１６首すべてを歌い上
げるのが「朗唱の会」です。毎年１０月初旬に実施さ
れ、２０００人を超える参加者が３日間にわたり、リ
レー形式で順番に歌い上げます。緑生い茂る公園内の
水上に設営されたステージは趣深く、夜にはライトア
ップされて一気に華やぎました。参加者は歌人らしい
衣装をレンタルすることができ和歌の時代へ飛び込
むような気持ちも味わえます。
海王丸ボランティアは、毎年希望者を募ってこの朗
唱の会へ参加しています。今年は２日目の１９時頃か
ら、１人４首ずつ歌いました。年始の歌会始で歌われ
たようなまさに「和歌」のような歌い方をする人もい
れば、粛々と朗読のようにしたり、総帆展帆のオーダ
ーのように声を張り上げたりと歌い方は自由で、歌っ
ていても聴いていても面白いなと感じました。
冬の自然観察会 in 閑乗寺公園
富山県ナチュラリスト協会主催、冬の自然観察会へ
参加してきました。一般参加としてボランティア３名
と二等航海士、事務局としてボランティアの水野さん
もいらっしゃいました。

２月２日、例年だと雪が一面積もっているはずが、
暖冬の折、下地がまばらに見える雪の坂道に、誰が作
ったのかゆきだるまがひとつポツンと立つ閑乗寺公
園に集合しました。ナチュラリストと一般参加者を混
ぜた４つの班に分かれて八乙女山の中腹まで歩いて
いきます。
歩くペースはゆっくりで、道すがら見つけた草木に
ついて名前やその由来など、ナチュラリストさんが丁
寧に教えてくれました。途中見つけた木の枝にくっつ
いたカマキリの卵を指して「卵が背の低いところにあ
るから、今年はもう雪は積もらないね」と言われたの
が印象的でした。寒い年には雪が積もる高さを察知し
てもっと高い場所に卵をつけるのだそうです。
雪は少なかったですが、雪そのものになじみのない
二等航海士は、それだけで「こんなに雪があってすご
い！」と楽しんでいましたが、「こんなもんで雪だ！
ってなるのがすごい」という地元民の冷静なお言葉を
いただきました。
「いっちゃんリレーマラソン」参加者募集のおしらせ
ボランティア No.401 今井雄治
今年も「いっちゃんリレーマラソン」への参加を予定し
ています。
日時
2020 年 6 月 7 日（日）
場所
県民公園太閤山ランド
参加費
2,600 円/１人 （全員に参加賞あり）
チーム登録料 1,000 円
二次募集 申込み開始 4 月 6 日～4 月 13 日
※申込みは、３月末までにお願い致します。
参加申込み時には、氏名、生年月日、性別をお知らせ
下さい。
※二次募集は抽選です。当選の案内は 4 月 21 日頃予
定。昨年も二次募集で出場を獲得しました。
一次募集は、LINE のメンバーにお知らせしていました
が、参加申込みが２名でしたので、今回「舵輪」での募集
をさせて頂きました。
ハーフマラソンへの参加者は、５名位。 人数が多くなれ
ばフルマラソンへ参加し１０名位と思っています。
また、応援者も大～募集しています。
皆さんからのご連絡をお待ちしています。
連絡先：展帆ボランティア 今井
fusion26solomon@yahoo.co.jp
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