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舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
６月～９月の行事結果

展帆ボランティア

海王丸パークフェスティバル
７月１３日（土）から１５日（月・祝）の海の日に
かけての三日間、海王丸パークフェスティバルを実施
しました。
海上自衛隊ミサイル艇「はやぶさ」など４隻の一般
公開や、ヨットの体験乗船、パーク内ではミニＳＬな
どのちびっこランド、じゃんけん大会などで大変賑わ
いました。

受賞者

＜海王ゴールド賞＞ － ２００回以上参加
No.228 高田 正二
No.301 武田 信幸
No.372 若林 良作
＜海王シルバー賞＞
No.276 山谷 實

－ １５０回以上参加
No.366 津田 賢二

＜海王賞＞ － １００回以上参加
No.647 清水 等
＜紺青賞＞ － ５０回以上参加
No.742 清水 康光
No.743 山崎
No.752 堀井 正義
No.753 川崎
No.758 中島 誠

次平
邦吉
（敬称略）

海王丸では、１５日（月・祝）に、海の日を祝して
総帆展帆の前に登檣礼を行いました。今年のチアリー
ダーはＮｏ．７９４ 高野奈津子（たかのなつこ）
さんでした。
海の日
おめでと
う！

甲板ボランティア

受賞者

＜海王ゴールド賞＞ － １０００時間以上参加
No.753 川崎 邦吉
＜海王シルバー賞＞ － ７５０時間以上参加
No.401 今井 雄治
（敬称略）

ボランティア表彰
毎年、海の日に海王丸ボランティアの展帆参加回数
または甲板作業参加時間に応じて表彰を行っていま
す。今年の受賞者は展帆ボランティアから１１名、
甲板ボランティアから２名の方が表彰されました。
今年で総帆展帆は通算２５０回を超え、８月２５日
時点で２５５回目となりました。来年は海王丸９０歳、
海王丸パーク開園３０周年という節目の年を迎えま
＜ボランティアの皆様へ＞
す。ここまで海王丸が富山県のシンボルとしてやって
ご自身の総帆展帆参加実績（回数）を確認されたい
こられたのは、何よりもボランティアの皆様のおかげ
方は、二等航海士までお知らせ下さい。展帆受付時や
です。これからもどうぞよろしくお願いします。
昼休みに確認できるよう準備いたします。

新規養成訓練
６月２２日（土）
・２３
日（日）、今年度４回目の
訓練で濱谷直樹（はまた
に なおき）さん、谷井
勉（たにい つとむ）さ
んの２名が新たにボラン
ティアへ登録されました。
これからよろしくお願い
します！
（訓練時のお写真を撮り
忘れていたため、次号以降でご紹介します。
）
※８月末に予定していた５回目は中止となりました。

富山新港花火大会
７月２８日（日）
、毎年恒例の富山新港花火大会が
実施されました。約２０００発の花火が海王丸や新湊
大橋とともに夜空を彩りました。新湊大橋から新湊航
路に降り注ぐ「ナイアガラ花火」も圧巻でした。

富山あいのかぜジェントルライド
８月２４日（土）、２５日（日）に「富山あいのか
ぜジェントルライド」が開催されました。ナビゲータ
ーであり、富山県出身のアーティスト・水越ユカさん
をはじめ、多くの参加者が海王丸パークに集まり、富
山県内を自転車で颯爽と走って行きました。

（イベントに来ていた
富山県非公認ゆるキャラ
「ばいにゃこさん」を
海王丸へご案内する 2/O）

ぱしふぃっくびいなす寄港
９月９日（月）と１１日（水）に、客船「ぱしふぃ
っくびいなす」が寄港しました。富山新港―函館間の
２泊３日のクルーズの乗下船のため寄港し、岸壁では
吹奏楽の演奏などで歓迎しました。

極東杯国際ヨットレース

海王丸恋人フェスティバル
昨年から始まった恋活支援イベント「海王丸恋人フ
ェスティバル」が６月と８月に開催されました。６月
８日（土）には１組、８月１０日（土）には３組のカ
ップルが成立し、記念に「幸せのペア帽子」をプレゼ
ントしました。このイベントは毎偶数月の第２土曜日
に開催される予定です。お申し込みは「とやまマリッ
ジサポートセンター」まで。

９月１４日（土）、中国青島ヨット協会が主催する
「極東杯国際ヨットレース」のパレードが海王丸周辺
で実施されました。中国青島～ロシアウラジオストク
～日本富山間を帆走する国際ヨットレースが８月か
ら９月にかけて実施されていた中のイベントひとつ
です。１４日の午後は地元艇を含む約４０艇のヨット
による富山湾ヨットレースも実施されました。

今後の予定（１０月～２月）
１０月５日
６日

新規養成訓練⑥

１０月１４日

ミニ展帆・親子展帆体験

１０月１９日

総帆展帆⑨

※

１０月２０日

ミニ展帆

１０月２２日

満船飾

１０月２７日

総帆展帆・満船飾・運動会

１１月３日
４日

アンベンディングセイル

１１月３０日

ボランティアの集い

ボランティアの集い
１１月３０日（土）
、一年間のボランティアの皆様
のご活躍に感謝の意を込めて、
「ボランティアの集い」
を開催いたします。ご歓談を通して令和元年の総帆展
帆や甲板作業を振り返り、また来年への鋭気を養って
いただければ幸いです。出欠については同封のはがき
をご利用下さい。
日時：１１月３０日（土）
１８：３０～２０：００
（受付１８：００～）
場所：大門総合会館 ６階 こぶしホール
射水市大門６７番地
※駐車場には限りがあります。
公共交通機関をご利用下さい。

冬期各イベント
１２月１５日

餅つき大会

１２月２２日

特別公開①

１月１３日

特別公開②

２月 ９日
～１４日

パワーバレンタインウィーク

２月１４日

進水記念日・特別公開③・満船飾

※１０月１９日（土）は、
「世界で最も美しい湾クラ
ブ」世界総会 in 富山に合わせ、畳帆開始時間が３０
分ほど遅れる見込みです。

冬期は帆を下ろし、展帆などのイベントはお休みと
なりますが、代わりに冬期特有のイベントを実施して
いきます。昨年は、海王丸パークでは雪がほとんどな
く多くのイベントに沢山のお客様がいらっしゃいま
した。今年はまだ分かりませんが、お時間があるとき
は是非海王丸へ遊びに来て下さい。
＜餅つき大会＞
１２月１５日（日）
海王丸桟橋で毎年恒例餅つき大会を実施します。
参加できるのは海王丸ボランティアとそのご家族
までです。つきたてのお餅と温かい豚汁と一緒にこの
一年を振り返りながら楽しみましょう。
０８：００
準備開始
１０：００頃 つきはじめ

運動会「ネプチュニアード」
２０１９年度の総帆展帆も、残すところあと２回と
なりました。１０月２７日（日）
、年度最後の総帆展
帆の昼休みに、毎年恒例海王丸ボランティアによる運
動会「ネプチュニアード」を開催いたします。マスト
毎に分かれたチーム対抗競技を予定しております。奮
ってご参加下さい。

アンベンディングセイル
総帆展帆終了後は、冬に備え、現在使用中の帆を取
外す「アンベンディングセイル」を行います。毎年の
ことではありますが、多くの人手が必要となりますの
で、ご都合の合う方は是非ご協力をお願いします。

日時：１１月３日（日・祝） ０９：００～
１１月４日（月・振） ０９：００～
場所：海王丸第一教室
９時ミーティング、作業開始
※ 更衣室は研修室・海王丸船内どちらも使えます

＜特別公開＞
１２月２２日（日）、１月１３日（月・祝）、
２月１４日（金）
普段の一般公開では見ることのできない非公開区
域を海王丸職員がご案内する特別公開を実施します。
１回３０分ほどの船内ツアーで、１日に４回実施する
予定です。（１０時～、１１時～、１３時～、１４時
～）

＜パワーバレンタインウィーク＞
２月８日（土）～２月１４日（金）
海王丸の誕生日―進水記念日である２月１４日の
バレンタイデーに合わせ、「パワーバレンタインウィ
ーク」を実施します。上記特別公開をはじめ、さまざ
まなイベントを実施する予定です。詳しい内容は後日
ＨＰに掲載します。

ボランティア掲示番
いっちゃん！リレーマラソン
ボランティア No.４０１ 今井 雄治

中島さん メイン
「１周目と７周目を担当しましたが、ぶっつけ本番は
ダメですね～。結構足にきました(汗)」

６月２日に開催された『いっちゃん！リレーマラソン』
今回は女性陣の活躍に助けられた大会でした。
に参加された選手と応援団のコメントを紹介します。
次回は、メンバー増やしてフルマラソンの部に挑戦？
コメントにも有りましたが、次回はメンバーを増やし
てフルマラソンの部に参加してみたいですね(^^♪
あなたの参加を、待ってま～す♪
立山登山マラニック
ボランティア No.５３０ 和田

小幡さん ミズン
「初参加で緊張しましたが皆さんと繋ぐタスキの重
みと同時に繋いでいく楽しさを感じました。ありがと
うございました！」
川﨑さん ジガー
「ジガーマストの川崎です。６月２日のリレーマラソ
ンに出場されたボランティアの皆さんお疲れ様でし
た。」
渡辺さん フォアー
「みなさまのご期待に応え、なんとか2周走り切りま
した。今、足がつってもがいています。」
浅野さん ミズン
「いっちゃんリレマラ行ってきました。私みたいに遅
くても、チームのメンバーがフォローしてくれます。
ぜひチームの一員になって一緒に走りましょう。」

耕一

昨年初めて参加し、すばらしさに感激して、今年も
８月２４日に参加しました。天気予報では曇り、実際
は午前２時頃の金沢は大雨、高速ワイパー利用で立山
駅到着。なんと星が見える快晴、今年は期待できると
室堂へ。晴れると 20 度超えの気温ではあったが、雄
山山頂は雲の中でした。
先頭選手は午前１０時５分頃、室堂通過（浜黒崎午
前４時スタート）。室堂エイドでは山頂の天候を考え
て、雨具チエックを行います。ゴアテックスで、雨が
染み込まない素材が条件、残念なことに数名のランナ
ーが条件外でリタイヤなのですが、室堂売店にて購入
（約２万円）し、チェック OK となり頂上へ出発され
ました。山頂ボランティアに聞いた所、山頂は寒くて
寒くてと言われ、雨具チェックは適切な作業と感じま
した。
２４日は立山登山ボランティア、２５日は海王丸展
帆ボランティアと贅沢な週末を満喫しました。写真
（午後２時半頃）は両方の魅力を満喫された、参加者
です。頂上参加者は写真バックの雄山山頂にて頑張っ
ていた時間です。舵輪１５１、舵輪１５６を見て頂く
と、過去の立山登山マラニックの情報が載っています。

高沢さん フォアー
「りれまら、初めての応援でしたけどとっても感動し
ましたよっ！ 次回は泡の出る飲み物を差し入れに
行きますネ！」
浜浦さん ミズン
「人気の「リレマラ」に参加してドキドキでしたが、
何とか走る事が出来ました。楽しかったです。
お世話して頂いた皆様ありがとうございました。」
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