
９９月月～～１１２２月月のの行行事事結結果果  

   

 

 
 
 

 

 

 
１０月２８日（日）、富山マラソンの実施に合わせ、

今年度最後の総帆展帆を実施しました。今年はなんと予

定していた１０回すべての総帆展帆を実施することが

できました！来年も天候に恵まれるといいですね。 

しかしながら、時々ぱらぱらと雨が降るような天候だ

ったので２９枚すべてではなく、縦帆１１枚のみの展帆

となりました。総帆展帆ならぬ『縦帆展帆』といったと

ころでしょうか？いつもとはまた違った姿を披露する

こととなりました。 

さて、一年最後の総帆展帆と言えば運動会！第２３回

海王丸運動会「ネプチュニアード」が無事開催されまし

た！展帆が早く終わった関係でお昼前からの開催とな

りましたが、お楽しみいただけたでしょうか？ 

↓結果はこちら↓ 

 フォア メイン ミズン＆ジガー 

輪投げ ２０ ３０ ２７ 

ヤシリレー ３０ １０ ２０ 

綱引き ３０ ２０ １０ 

総合得点 ８０ ６０ ５７ 

順位 🎉優勝🎉 準優勝 第３位 

 

というわけで優勝はフォアマストチームでした！見

事な少数精鋭チームワークとパワーで圧倒的な勝利で

す。メインとミズン＆ジガーは僅差・・・フォアマスト

の天下を覆せる日は来るのか！？ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
今年度最後の総帆展帆を終え、今後の冬に備えて

１１月３日（土）、４日（日）にアンベンディング
セイルを実施しました。天候に恵まれ作業は順調に

進み、無事全ての帆を取り外し、帆庫へ納めました。
来年までおやすみです。ご協力ありがとうございま

した！ 
 
 

 
 

 
 
 

 
帆が取り外されたマスト・ヤードは帆装艤装整備

期間を利用して塗装を実施しました。綺麗になった
海王丸の姿を是非ご覧下さい。 

 
 
９～１０月の間に新規ボランティア訓練を二回

行い、合計５名の方々が新たにボランティア登録さ

れました。平成３０年度に登録されたボランティア
はこれで合計１６名です。末永くよろしくお願いい

たします！ 
次回訓練は来年４月からです。再訓練も受け付けてお

りますので、お気軽にご相談下さい。 

 
【平成３０年度 第４期生】 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

前列左から、八尾
や つ お

順子
じゅんこ

さん、古橋
ふるはし

俊和
としかず

さん、宮下一
みやしたかず

弥
や

さん（新規）。 

中列左から浅野さん、高野さん、浜浦さん、 

小幡さん（再訓練）。 

後列は海王丸乗組員。 
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【平成３０年度 第５期生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 前列左から、八尾さん（再訓練）、北山泉
きたやまいずみ

さん、 

土川
つちかわ

慶子
け い こ

さん（新規）。後列は海王丸乗組員。 

 
 
９月２２日（土）、２３日（日）に「秋のファミ

リーフェスティバルin海王丸パーク」を実施しまし

た。２２日（土）は「なご」による海王丸一周クル
ーズや働くクルマとしてパトカーの展示、中学生に
よる獅子舞演舞など、２３日（日）には総帆展帆や

消防車両の展示などがありました。両日ともたくさ
んのお客様で海王丸パークが賑わいました。 

 
なごクルーズ 

 
 

獅子舞 

パトカー展示 

 

マジック 

バルーン 

ショー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
９月２３日（日）、秋の

ファミリーフェスティバル
開催中に、富山新港開港５

０周年記念事業、新湊大橋
を徒歩で渡る「てっぺんを
歩こう！」というイベント

を実施しました。普段は車
で颯爽と駆け抜けながら見

る景色をじっくりと眺めな
がら、橋脚間４００メート
ルを楽しんで渡っていきま

した。 

 
 

９月２２日（土）～２４日（月）の三日間、「富

山帆船フェスタ２０１８」に合わせて帆船「みらい

へ」が寄港しました。一般公開や体験航海、船上パ

ーティなどイベント盛り沢山で大変賑わっていま

した。２３日には海王丸と同時に展帆を披露、晴天

の下、白く着飾った２隻の帆船が並びました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

１０月２日～５日、『１４歳の挑戦』と称し、射

北中学校の２年生５名が海王丸パークで職業体験

を行いました。海王丸パーク内のヤード塗装や遊具

の修理、点検など、不慣れな作業に戸惑いを見せて

いましたが、一生懸命頑張ってくれました。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 １０月２１日（日）、第２２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行われまし

た。応募作品は、９月１５日（土）～１０月２１日

（日）の間、日本海交流センターに展示され、多く

の来場者に観覧いただきました。表彰式のあとは、

海王丸を背景に受賞者で記念撮影を行いました。 

おめでとうございます！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

１１４４歳歳のの挑挑戦戦  

秋秋ののフファァミミリリーーフフェェスステティィババルル  

ててっっぺぺんんをを歩歩ここうう！！  

帆帆船船「「みみららいいへへ」」寄寄港港  

絵絵画画ココンンククーールル表表彰彰式式  

お
め
で
と
う
！ 



着着任任のの挨挨拶拶  

今今後後のの予予定定（（１１２２月月～～３３月月））  

 
 

９月に１回、１１月に２回、
海王丸にて「幸せのベル結婚
式」が執り行われました。こ
れまで通算５回実施されてい
ます。 
 幸せのベル結婚式は普段着
でできる手作りの結婚式です。
お知り合いの方にご案内して
いただければ幸いです。詳し
くは財団ホームページをご覧
下さい。 

 

 

 海王丸ボランティアの皆様、今年も一年間、総帆展

帆や甲板作業など多数ご協力いただきましてありが

とうございました！その労に感謝の意を込めまして、

１２月１日（土）ボランティアの集いを実施しました。

歌の披露では斎藤船長を筆頭に海王丸合唱団の美声

が響き、抽選会では多数の当選者もあって、大いに盛

り上がりました。 

今年の精勤賞は展帆ボランティアで５１名、甲板

ボランティアで５名の方が受賞されました。おめでと

うございます！今後とも海王丸への熱いご支援とご

協力を、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２月１６日（日）、海王丸桟橋にて餅つき大会を

実施します。つきたてのお餅と温かい豚汁をいただき

ながら今年を振り返ったり、冬場のちょっとした運動

にいかがでしょうか。 

 

 場所：海王丸桟橋 

時間：０８：００～ 

    １３：００ 

対象者：海王丸ボランティア 

    及びその家族 

 

※衛生上、一般のお客様へ 

振る舞いはいたしません。 

 

 

１２月２２日（土）、結婚を希望している男女に対

して、恋人の聖地である海王丸パークを出会いの場と

して提供し、一人でも多くの方に幸せになってもらう

ことを目的として婚活イベント「海王丸クリスマス恋

人フェスティバル」を実施します。 

場所：海王丸及び 

   日本海交流センター第一研修室 

時間：１１：００～ 

    １３：００ 

※詳しくは「とやまマリッジ 

サポートセンター」のＨＰを 

ご覧下さい。 

 

 

 

 
海事課 主任（二等航海士） 

宮谷 徳世（みやたに のりよ） 
 １０月１日付けで海事課主任

として着任しました、宮谷徳世

です。出身は兵庫県で、神戸大

学海事科学部を卒業後、航海訓

練所（現：海技教育機構）へ就

職しました。祖父母が神戸在住

であり、港町には親しみがあり

ましたが「まさか自分が船を動

かすとは・・・」と思っており

ました。実は、航海士を目指し

たのは大学に入ってから、乗船実習を体験してからのこ

とでした。初めて乗った船に女性航海士がいたこと、見

たことも考えたこともないような作業や生活に触れた

こと、こんな世界があるんだと思い、興味を持ち、いつ

しか楽しんで実習に臨むようになりました。今度は私か

らそんな世界があることを伝えていけたら、と航海士を

目指しました。ここ富山県には初代海王丸が係留してお

り、船乗りには親しみ深い土地柄なんだろうなあと感じ

ています。そんな場所で海王丸の一員として勤務できる

ことを光栄に思っています。未熟者でご迷惑をおかけす

るかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

１２月１６日 餅つき大会 

１２月２２日 
海王丸クリスマス 
恋人フェスティバル 

１２月２３日 特別公開① 

１２月２９日～ 
１月 ３日 

年末年始休館日 

１月１４日 特別公開② 

２月 ９日～ 
２月１４日 

パワーバレンタインウィーク 

２月１４日 
海王丸進水記念日 
特別公開③ 

２月１５日～ 
３月 ８日 

船体整備期間 
（海王丸休館・非公開） 

幸幸せせののベベルル結結婚婚式式  

平平成成３３００年年度度  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  

海海王王丸丸ククリリススママスス恋恋人人フフェェスステティィババルル  
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海事課 主任（二等航海士） 

阿部 大志（あべ ひろし） 
早いもので、富山へ赴任して 1

年と 8ヶ月が経ちました。今回

の財団勤務が僕にとって初めて

の陸上勤務でしたが、海王丸財

団での勤務は楽しい思い出ばか

りです。思えば去年の 2 月、大

成丸を下船して富山での生活が

始まり、たった 5 分の通勤と、

自炊のめんどくささを感じて

「あー早く海に帰りたい。」なん

て思っていたのを今もよく覚えています。初めの頃は仕

事に身が入らず、キャプテンはじめ海王丸乗組員の皆さ

んには大変ご迷惑をお掛けしました。 

また、「明るい性格」ととらえてもらえると幸いなの

ですが、初対面のボランティアの皆さんをはじめ色々な

方に「なれなれしく、偉そうな態度」だと思われ、失礼

をお掛けしたのではないかと思っています。（本人とし

ては決してそんなことはないと思っているのですが・・・）

後任はきっと「優しい人」が来ると思いますのでご期待

ください。 

思い出多い富山での生活でしたが、特に心に残ったこ

とを述べてお別れのご挨拶にしたいと思います。 

やはり僕にとっての富山は「海」です。僕は海が大好

きです。陸上職でも海から離れられない人間だと今回強

く感じました。ご存じの方が多いと思いますが、僕の趣

味は魚釣りです。こんなに手軽で、こんなに多種多様の

魚に出会える富山湾には感激しました。1歳の赤ちゃん

に釣った魚を食べさせ「この子は食欲なくても、鯛なら

食べる」といった会話が、我が家の口癖です。家族一同

富山には大変のお世話になりました。 

また魚だけでなく、うまい水、米、酒。最高の贅沢を

堪能しました。富山の「きっときと」を思う存分満喫し

た二等航海士は僕が一番だと自負しています。 

そんな僕は、都会とは異なる温かい人情とまじめで誠

実な皆さんに随分助けられました。10 月からは海上勤

務となりますが、次回の陸上

勤務も「富山でお願いします」

と希望を出したいと思いま

す。恩返しは次回にとってお

きます。 

最後になりましたが、皆様

のご健勝と海王丸の益々の

発展を洋上よりいつも祈念

しております。大変お世話に

なりました。ありがとうござ

いました。ごきげんよう。 

  

 

 

 

 
 立山登山マラニックとは、マラニック（富山市浜黒崎

～立山雄山山頂迄６５ｋｍ）とウオーク（立山駅～立山

雄山山頂迄２７ｋｍ）の２部で構成されていて、ボラン

ティア（ＶＬ）はランナーに対する激励・補給・記録・

荷物管理・その他サポート活動を行います。 

８月２５日（土）、台風２０号の通過後で天候不良の中、

開催されました。今回は海王丸ボランティアから２１名

が参加され、そのうち室堂付近（６０ｋｍ地点）におけ

るＶＬ活動について説明します。 

 室堂・雄山山頂を担当するＶＬは、午前７時立山駅か

らバスにて、濃霧の道を約１時間でまず室堂に到着。気

温１４度・視界２０ｍ。テント設営・荷物運びが最初の

作業です。悪天候なので登山道確認の為、一ノ越・山頂

を担当するＶＬ１０名（海王丸ＶＬ４名含）が確認登山

に向かいました。彼らの姿は一見すると山岳警備隊なみ

で、逞しく感動的でした。しかし、確認登山の結果ゴー

ルを室堂（60ｋｍ地点）に決定したため、室堂のテント

へ撤収することに。 

 最初のランナーは１０時過ぎにゴール（富山県のマラ

ニックランナー）、間もなく２位３位と到着し、超余裕

でインタビューに答えていました。換算すると６０ｋｍ

を６時間で標高２５００ｍまで登って来てなお普通に

会話していましたので、ただただ唖然。ランナーのゼッ

ケン番号を確認し氏名で、「ＮＮさんゴールおめでとう

ございます」と声掛けするのですが、視界 20ｍで雨具

を着ているので確認

に手惑いました。右

の写真がゴール地点

です。 

 １２時過ぎになり

続々ランナーがゴー

ル、皆さん元気でし

たが、寒いので暖か

いおかゆを食べてい

ました。６時間の室

堂滞在でしたが、霧

が晴れたのは唯一３

０秒間のみでした。 

 初めての立山室堂でしたが、視界２０ｍで景色を味わ

うことが出来ず残念、再度ＶＬします。来年も同じ時期

に開催され、ボランティアも募集するそうです、立山か

ら海王丸を探してみませんか？ 

   

写真・文 海王丸ボランティア５３０：和田（福井県） 


