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平成１８年 ７月 発行

（財）伏木富山港・海王丸財団
TEL 0766-82-5181
FAX 0766-82-5197

第１０１号

６・７月の行事結果

海フェスタとやまについて

７月１５日（土）～２３日（日）の間、
全国イベント“海フェスタ”が富山県で開
催されました。開会式は、当財団会長でも
ある石井知事から挨拶があり、盛大な幕開
けとなりました。

期間中の来場者数は、１８万３千人に達
し、県内外の方々で賑わいました。

７月１８日には、秋篠宮殿下のお成りが
あり、海王丸Ⅰや各種イベントをご覧にな
られました。 また、 練習帆船海王丸Ⅱ・

あこがれ・練習船銀河丸・大型浚渫兼油回
収船白山が寄港し、一般公開されました。
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７月２２・２３日、海王丸Ⅰにおいては、
最上甲板のみの区域限定で夜間公開しまし
た。日中の暑さが和らいだ中で、海王丸を
お客様にご覧頂き、２３日の花火大会では、
特等席での鑑賞を満喫していただきました。

総帆展帆③・④について

今年度２回目の総帆展帆となる６月４日
は、曇り空の下、比較的少人数での作業と
なりました。しかし、参加されたボランテ
ィアの方々が要領よく作業して下さったた
め、１時間足らずで総帆を開き、また、畳
むことができました。決して急いで行った
作業ではありませんでしたが、無駄のない
動きが職人の域に達したように感じました。

◆天候： 曇り ◆参加人数６４名
◆展帆状態：ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱﾔｰｽﾞ

７月１７日は、海王丸ⅡとのＷ総帆展帆
を予定しておりましたが、残念ながら雨天
中止となりました。午後から予定されてい
た海王丸Ⅱは、小雨が降る中で３６枚の帆
を広げ、来場者から感嘆の声が漏れていま
した。来場者は、この日だけで３万人を超
え、小雨を吹き飛ばすにぎやかさでした。
新旧２隻の美しい海の貴婦人は、久し振り
の再会に微笑んでいるかのようでした。

登檣礼（とうしょうれい）について

７月９日に登檣礼の練習をしました。今
年は、海王丸Ⅱとの同時総帆展帆が予定さ
れていたということもあって昨年より１０
名多い５６名の参加希望をいただきました。

今年の春頃にミズンマストのフットロー
プを更新し、全てのマストのスティラップ
設置箇所が統一されたため、配置調整が容
易になりました。今年は残念ながら披露す
ることはできませんでしたが、またの機会
にふるってご参加下さい。

※写真は、海王丸Ⅱの登檣礼

ボランティア新規養成訓練について

新たな仲間２０名の方をご紹介します。
よろしくお願いいたします。

安念 詩織 さん（あんねんしおり）
大坪 由佳 さん（おおつぼゆか）
佐野 まなかさん（さのまなか）
島田 梨菜 さん（しまだりな）
道場 詩乃 さん（みちばしの）
中西 桜子 さん（なかにしさくらこ）
七澤 優 さん（ななさわゆう）
畑野 智子 さん（はたのともこ）
濱 絵理香 さん（はまえりか）
百塚 由紀 さん（ひゃくづかゆき）
平野 桂子 さん（ひらのけいこ）
福田 汐里 さん（ふくだしおり）
三浦 浩子 さん（みうらひろこ）
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宮垣 光里 さん（みやがきみさと）
上田 法純 さん（うえだのりずみ）
山田 輝雄 さん（やまだてるお）
山田 真喜子さん（やまだまきこ）
小堀 相美 さん（こほりさがみ）
玉田 博美 さん（たまだひろみ）
井上 毅 さん（いのうえたけし）

ボランティア表彰について

７月１７日、第一教室で、総帆展帆に参
加された累積が１００回以上の方に海王賞、
５０回以上の方に紺青賞という賞を感謝を
込めて差し上げました。また、甲板作業に
毎週参加されている長久さん（平成１６年
登録）は、早くも受賞対象となられました。
おめでとうございました。深くお礼申し上
げます。今後とも、よろしくお願いいたし
ます。

海王賞（展帆） ３名
参加１００回

No.２３０ 田口 松男 さん
No.３０１ 武田 信幸 さん
No.３３２ 河原 秀夫 さん

紺青賞（展帆） ４名
参加 ５０回

No.２０９ 吉川 慎治 さん
No.３１７ 宮田 智子 さん
No.４４７ 田中 万喜子さん
No.４９６ 中松 芳宏 さん

紺青賞（甲板） １名

No.５５９ 長久 昇 さん

８・９・１０月の行事予定

トライアスロンの開催について

日 時：平成１８年８月２０日（日）

午後１時～

場 所：海王丸パーク周辺
スタートは、海王丸前面海域

総帆展帆⑤・⑥・⑦

日 時：平成１８年８月 ６日（日）
９月 ３日（日）
９月２４日（日）

午前１０時～（受付は９時から）

場 所： 更衣；交流センター研修室
集合；海王丸第一教室

ボランティア新規養成訓練

日 時：平成１８年９月 ９日（土）
９月１０日（日）

９日は13:00～、10日は、09:00～

場 所：日本海交流センター研修室集合
※事前申込みが必要

秋のファミリーフェスティバル

日 時：平成１８年９月２３日（祝）
９月２４日（日）

10:00～17:00

内 容：フリーマーケット、ミニ遊園地、
大道芸、キャラクターショー(未定)

海王丸木甲板ピッチ流し工事

期 間：平成１８年９月１１日～２２日

内 容：木甲板の隙間から漏水しないよう
にピッチと呼ばれるものを流し込
みます。

※期間中、公開順路等の変更があります。

お知らせ

新ボランティア表彰名について

150回及び200回にわたり総帆展帆に参加
された方にお渡しする賞の名前を舵輪９９
号にて募集しましたところ、多数のご応募
をいただきました。ありがとうございまし
た。財団で検討し、以下の様に決定致しま
したのでお知らせします。

200回賞； 海王ゴールド賞

150回賞； 海王シルバー賞

当初、万葉賞や立山賞という案もござい
ましたが、船のイメージが沸かないとのご
意見をいただき、検討しました。海王賞を
超える名前はやはり海王と名前が付加され
ないと難しいようです。

賞品授与対象者は以下の方々です。
おめでとうございました。

No.９ 稲垣 豊郎 さん
No.８３ 新田 茂男 さん
No.２９６ 新田 喜美代さん
No.１１１ 宮越 謙三 さん
No.５１８ 樋爪 昭時 さん
No.５６４ 奥田 健 さん
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イベント案内

カッターレースについて

８月２７日（日）にカッターレースが行
われます。仲の良い友人と息のあったチー
ムを結成してレースに参加しませんか。団
結力の強さが勝負を左右します。多数のご
応募をお待ちしております。

参加条件：
一般の部／１５歳以上、８～１４名

（予備クルー０～６名含む）
※女性クルー参加のフォローアップ

等の設定は行わない
女性の部／一般の部と同様

（艇指揮、艇長は男性でも可）
中学生の部／中学１～３年生で６名
児童の部／ 小学４～６年生で１２名

※中学生及び児童の部については、
漕ぎ手のみでも可。財団職員が
艇指揮及び艇長を務めます。

競技形式：
一般の部／４００ｍ回頭

トーナメント方式
女性の部／４００ｍ回頭

タイムレースもしくは
トーナメント方式

中学生の部／２００ｍ直進
各レースで順位を決定

児童の部／２００ｍ直進
各レースで順位を決定

参加費：一人５００円
（児童・中高生は無料）

参加賞：オリジナルＴシャツ

練習日時：８月１３日（日）13:00～16:00
８月２０日（日）13:00～16:00

申込み締切日：７月３１日（月）

なお、レース参加以外に「運営のお手伝
いをしていただけるボランティア」の方も
募集しております。同封の返信用はがきに
合わせて、ご記入をお願いいたします。

※お申し込み・お問い合わせは海事課まで

秋のファミリーフェスティバルについて

日付：平成18年９月23日(祝)～24日(日)
時間：10:00～17:00
内容：ミニ遊園地、フリーマーケット

親子工作教室・キャラクターショー
※一部の乗り物のみ有料

フリーマーケットは事前申込み必要

危険予知トレーニングvol.18

※前回１００号vol.17の答え

《状況》
食堂のベーシン
で食器を洗って
いる。

１．食器を投げ
入れているので、
食器が割れて洗
う人がケガをす
る。

２．魚の骨などが手に突き刺さり、洗う人
がケガをする。

次のイラストにはどんな危険がひそんで
いるでしょうか？考えてみましょう。

答えは次号で！

（船員災害防止協会刊：商船ＫＹＴイラス
トシート集１より抜粋）

終わりに

息子は、もうすぐ
３歳。身長57m、体重
550ton。(ﾃﾞﾀﾗﾒ)
ﾏｼﾞﾝｶﾞｰZ？の様なｽ
ﾍﾟｯｸまで成長しまし
た。w（ﾟOﾟ；）w

（ごっしー）


