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着任の挨拶

愛されていることを日々実感しています。
また、小中学生を対象にした海洋教室を開いています
常務理事(船長)
が、船内での共同生活は規律や責任感、協調性を学ぶ貴
斎藤 重信
重な機会になっており、できるだけ多くの子供達に参加
して頂くことにより、船や港、ひいては海や海運への関
このたび４月１日付
心と愛着を持っていただければと思っています。
けで帆船海王丸第５代
建造から８２年を迎えた「海の貴婦人」帆船海王丸は、
船長（通算では第３５
今秋から大規模修繕が始まりますが、１００歳になって
代）となりました斎藤
も元気で美しい姿をお見せできるように、乗組員一丸と
重信（さいとう しげ
なって整備を行い、財団職員、展帆ボランティアの皆様
のぶ）です。前任の中
をはじめ、射水市民・富山県民の皆様とともに、輝かし
村 Capt、前々任の岡邉 Capt 同様、よろしくお願い申し
い歴史と伝統を持つこの海王丸を大切に保存・活用して
上げます。
参る所存です。
また、当財団の４月からの公益財団法人化にともない、
皆様方の引き続きのご協力と、温かいご支援もお願い
５月２日付けで財団常務理事を兼務することとなりま
いたします。
したので、あわせてよろしくお願い申し上げます。
少し自己紹介をさせていただきます。
宮城県の仙台市出身、小さな頃から乗り物が大好きで、
海事課長(一等航海士)
岩元 省吾
受験雑誌に出ていた練習帆船の姿に魅了され、航海士を
志しました。東京商船大学へ進学し、７５年に当時の運
４月 1 日付けで海事
輸省航海訓練所に入所、帆船実習は初代日本丸でした。
課長として着任しまし
当時のセイルやロープは化繊ではなくまだヘンプ（麻）、
た、岩元省吾（いわも
そしてマニラロープで、雨が降ると縮むバントラインを
と しょうご）です。
伸ばし、晴れれば蒸れないようにドライングセイルと、
生まれは宮崎県で父の
当直の実習生は大忙しだったのを憶えています。二等航
仕事の関係で 3 歳の時
海士は第２代船長の河原 Capt でした。同じ釜の飯を食
から東京で育ちました。初代海王丸は初めての勤務でし
べたその頃の仲間たちとは今でも親交があり、会えば当
て、今や見ることのなくなったリベットの船体や現役と
時の思い出話に花が咲きます。
は異なる帆装艤装など、すべてが新鮮で船乗りとしてよ
その後、航海訓練所教官として、初代北斗丸の次席三
い経験ができるのではないかと期待しています。今年は
等航海士を振出しに各練習船に勤務し、９７年からは銀
海王丸の長期的な展望を決める 15 年ぶりの入渠工事が
河丸、青雲丸、２代目海王丸の船長を務めました。
ございます。大きな予算を投入した大規模な定期検査工
この初代海王丸には８３年に次席二等航海士として
１年間乗船したことがあり、それ以来次席一等航海士、 事です。この重責に負けないよう頑張って参ります。
新年度が始まり、悪天候で２回の総帆展帆が中止とな
一等航海士、船長と新旧の違いはあるものの、根っから
りましたが、３回目の総帆展帆にて、ようやくボランテ
の海王丸育ちとして不思議な縁を感じています。
ィアの皆さんと一緒に展帆作業ができました。約 70 名
この３月に航海訓練所理事を退任するまでの３６年
の参加者でしたが、皆さんが軽快に作業しておられる姿
半、練習船での海上勤務がおよそ２０年で、大成丸代船
を拝見しまして圧倒されてしまいました。今後もより多
建造監督室勤務や母校での講師・助教授を含め、陸上で
くの方に参加して頂き、皆さんと同じく海王丸を愛する
の支援業務が１６年余となります。息子２人はすでに独
一員として、一緒に「海の貴婦人」の伝統を守っていき
立、神奈川の自宅には妻が残っておりますが、当面は単
たいと思います。微力ですが精一杯頑張りますので、ど
身赴任でここ新湊、射水市海王町で暮らすこととしまし
うぞよろしくお願い致します。
た。
赴任して２か月、帆船海王丸と海王丸パークが富山県
や射水市、さらには日本海側の顔として全国的に認知さ
れ、総帆展帆や各イベントで皆様から親しまれ、そして

海事課 業務技師
田中 正好

四月一日から富山に
来て二カ月余りが経ち
ました。東京から車で
五時間走りながら思っ
たことは、『思ってい
たよりも寒いぞ。』立山連峰はまだ雪で真っ白。九州生
まれの私には、ちょっと厳しいかなと思いましたが、今
この季節になりちょっと安心しました。
海洋教室、総帆展帆、横浜の日本丸で若いころに一度
経験していましたが、この歳では結構ハードです。『歳
だなぁ』と、つくづく思う次第です。
私の楽しみの日本酒を飲む。これは最高でした。しか
しまだ十種類くらい。富山の地酒を全部網羅したいと思
っていますが、身体がついていくかな？でも程々にする
つもりです。
仕事の方は老体に鞭打って頑張るつもりです。また、
第二の故郷になればと思っております。よろしくお願い
します。

この美しい姿を保てるように頑張りたいと思います。ま
だまだ分からない事や慣れない所も多いですが、この富
山県での勤務を楽しく過ごしていきたいと思っていま
す。
最後に、まだまだ力不足なところもありますが、一生
懸命頑張っていきますのでよろしくお願いします。

４月～６月の行事結果
ボランティア宿泊研修
４月１４日（土）・１５日（日）はボランティア宿泊
研修を開催しました。約２０名の海王丸ボランティア
が久しぶりに海王丸で汗を流し、親交を深めました。
「新規養成訓練ぶりのホワイトタッチに興奮した！」
との声も多くあがりました。４月から海王丸にやって
きた乗組員とも親交を深めることができ、充実した２
日間になりました。

海事課 技術員
秋山 光輝

4 月 1 日より海王丸に
て働くことになった、
秋山光輝（あきやま
こうき）です。
前回、7 年前にもこち
らで勤務していました。
その時に非常に楽しく、充実した 2 年間をすごすことが
でき、『もう 1 度富山に行きたいっ！』と強く思ってい
ました。念願叶い、今こうして富山に居られることに幸
せを感じています。自分にとってここ海王丸は、子ども
の頃夢見ていた事ができる場所です。私は子どもが大好
きで、教職に憧れていた時期がありました。海王丸で行
われる海洋教室は、毎回楽しみながら取り組んでいます。
子供達を指導するのはもちろん、私自身学ぶことも多い
ものです。
公私共に今ではここ富山は私にとって第二の故郷。多
くの友達もできました。1 日が 24 時間ではとても足りな
いくらい楽しんでいます。今だから出来る事、今しか出
来ない事。少し欲張りですが、どっちも追い求めてこの
富山での生活を送ろうと思っています。宜しくお願い致
します！
海事課 技術員
池田 拓海
この４月に初めての
富山勤務になりました
池田拓海（いけだ た
くみ）です。この初代
海王丸を見たのは実は
初めてです。海王丸は
今年で８２歳になりましたが、船体整備を毎日怠らず、

総帆展帆③、④
☆総帆展帆③
前回２回が悪天候で中止となりましたので、５月２７
日（日）は平成２４年度最初の総帆展帆となりました。
ボランティアの皆さんが、中止になった分のエネルギー
をぶつける様に、いつも以上にパワフルに作業されてい
るのが印象的でした。アッパートップがあがるスピード
も速かったですよ！！
◇天候 晴れ ◇参加人数 ７５名
◇展帆状態
総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ

☆総帆展帆④
６月１７日（日）やや強い風が前から吹き、展帆参加
人数も少ないという厳しい条件でしたが、無事に総帆を
展帆することができました。参加いただいたボランティ
アの方々全員が力を振り絞ってくれたおかげです。見学
にパークを訪れた人々からも感嘆の声があがっていま
した。ありがとうございました！！
◇天候 晴れ ◇参加人数 ６１名
◇展帆状態
総帆 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ 3ﾎﾟｲﾝﾄ

新規ボランティア紹介
今年から海王丸ボランティアに加わった１２名の新
しい仲間を紹介します。養成訓練では、皆さん初めてと
は思えないほど優秀で驚かされました。よろしくお願い
します！！
【平成２４年度 第１期生】
清水康光さん、山﨑次平さん、田中義治さん、藤本尭さ
ん 以上４名

富山高専学外授業
４月から5月にかけて、富山高専国際ビジネス学科４
年生２３名を対象に海王丸で授業を行いました。授業と
いっても内容は、登しょう訓練や展帆訓練など身体を使
ったものが中心です。計５回の授業の中で、それぞれが
多くを学んでくれたようです。後日送っていただいたレ
ポートを見て、その密度の濃さに驚かされました。

【平成２４年度 第２期生】
守山栄さん、澤田実希さん、沢田晴菜さん、谷口愛さん、
神田侑希さん 以上５名

花の迷路開園式・鯉のぼり掲揚式
４月１３日（金）には鯉のぼり掲揚式と花の迷路開園
式が行われ、式には八幡保育園の園児２７名が参加しま
した。園児たちは力を合わせて鯉のぼりをあげ、元気い
っぱいに迷路を駆け抜けていました。
鯉のぼり掲揚は既に終了しましたが、花の迷路は夏も
満開ですよ！！ぜひ皆さんも挑戦して下さい！

【平成２４年度 第３期生】
高浪亮子さん、川崎邦吉さん、堀井義正さん 以上３名

日本丸・海王丸寄港
（独）航海訓練所の練習船、日本丸と海王丸がそれぞ
れ下記の日程で海王岸壁に着岸予定です。世界でも最大
級の帆船と（初代）海王丸が並ぶ姿は必見ですよ！海王
丸は寄港中に一般公開とセイルドリル（総帆展帆）も実
施予定です！２隻の「海王丸」による同時展帆、楽しみ
ですね！！

７月～１０月の行事予定
総帆展帆⑤～⑩
総帆展帆⑤・・・７月１６日（祝）
※海の日！登しょう礼を行います！！

【日本丸】
着岸期間：７月２５日（水）～２９日（日）

総帆展帆⑥・・・７月２９日（日）
※日本丸出港を見送りつつ展帆です！

【海王丸】
着岸期間：８月 ９日（木）～１３日（月）
一般公開：８月１１日（土）
セイルドリル：８月１２日（日）

総帆展帆⑦・・・８月１２日（日）
※新旧海王丸による同時展帆！！！
総帆展帆⑧・・・９月２３日（日）
※少しずつ涼しくなってくる頃です。展帆日和！
総帆展帆⑨・・・１０月７日（日）
※国際交流フェスタ開催！多数の見学者がみこま
れます！
総帆展帆⑩・・・１０月２８日（日）
※平成２４年最後の総帆展帆！！

※予定は気象状況等により変更される場合があります。

登しょう礼
７月１日（日）は１３時から登しょう礼の練習を行い
ます。まだ参加可能ですので、参加を希望される方は、
電話もしくはメールでお知らせ下さい。今年度の練習に
まだ一度も参加しておらず、「登しょう礼には参加した
いけど、どうしてもその日が空いていない！」という方
はご相談下さい。

海王丸パークフェスティバル

あとがき

７月１４日（土）～１６日（祝）の間は海王丸パーク
フェスティバルを開催します。期間中はフリーマーケッ
トやミニSL、フードコート、ちびっ子貴婦人WORLD
などなど楽しいイベントが満載です！詳しくは当財団
のウェブサイトやチラシをご覧下さい。ぜひ、遊びに来
て下さいね！！

夏の入り口にさしかかり、海王丸パークはますます
賑わってきました。イベントが催される日はもちろん、
それ以外の日でもたくさんの人々がパークを訪れ、思
い思いに楽しんでいます。海王丸パークでの出来事は、
ウェブサイトやfacebookにて紹介していますので、そ
ちらもぜひご覧ください。気に入ったら「いいね！」
して下さいね！！
（松）

※写真は平成２３年度パークフェスティバルの様子
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