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第１０６号

退任のご挨拶

主任 鷲塚 靖
３月３１日をもって伏

木富山港・海王丸財団を
卒業することになりまし
た。
着任した当初は、変則

的な勤務体制に戸惑いも
ありましたが、イベント
時に家族連れの楽しそう
な姿を見るとそれも吹き
飛びました。
思えば２年前、河原

Captから「楽しい財団で
あるよう一緒に頑張りましょう」と声をか
けていただいたのを覚えています。
「楽しい財団」その答えを模索し続けて

きた２年間だったと思います。
航海訓練所や県の職員の方々と一緒に富

山県のランドマークである帆船海王丸、そ
して海王丸パークに携わる仕事ができたの
は自分にとってかけがえのない財産です。
なお、海王丸ボランティアの皆様には、

健康に留意され、今後ともご協力をお願い
いたします。
２年間お世話になり、ありがとうござい

ました。

技術員 斎藤 暁之
この度２年間の勤務を

終え、航海訓練所に戻る
こととなりました。この
２年間の財団生活を、と
ても楽しく過ごすことが
できました。氷見のブリ
や富山のお米、おいしか
ったです。
また財団に遊びに来る

ことがあると思いますが、
よろしくお願いします。

最後に、本当は彼女を作るつもりでしたが、
作ることができませんでした。いい人がい
たら教えて下さい。富山は最高でした。

着任のご挨拶

主事 北野 友之
この度、射水市から派

遣を命ぜられ、4月1日付
けで伏木富山港・海王丸
財団に勤務することとな
りました。
着任以来、１ヶ月半、

新しい体験の連続で戸惑
いと新鮮さが入り交じっ
た気持ちで日々を過ごし
ています。
先日も海王丸の総帆展

帆を間近に見ることがで
き、その雄大さにいたく感動しました。ま
た、それを支えて頂いているボランティア
の皆さんには言葉では言い表せぬ感謝の想
いでいっぱいです。
この雄大な海王丸を通して海事思想の普

及に努めていければと思います。精一杯が
んばりますのでよろしくお願いします。

技術員 山本 一徳
桜がつい昨日まで咲い

ていたかと思うと、もう
すっかり初夏の陽気を感
じ、季節が歩き始めてい
ることを実感いたします。
今年度から伏木富山港・
海王丸財団技術員を拝命
いたしました、山本一徳
と申します。
昨年度までは独立行政

法人航海訓練所にて練習
船の乗組員として大成丸という船に乗船し
ていました。その前には、北斗丸、日本丸
にも乗船した経験があります。練習船は、
ここ伏木富山港にも入港するときがありま
すので、これらの船もご存じの方も多いと
思います。
私の出身地は、ここ富山県と同じ雪国の

北海道は札幌市というところです。今まで
は、真冬は仕事上関東から南の地方にいる
ことが多く、雪がない冬というのは自分に
とっては違和感があり、雪を見ることがで
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きず少し物足りなさを感じていましたが、
富山ではそのようなこともなく、充実した
冬を過ごせそうです。
私は、過去に富山を訪れたことが全くな

く今回の赴任が初めてになります。しかし、
私の家系は富山と大いに関係があるようで、
父方の先祖は富山出身らしく、明治になり
北前船で北海道に渡ったそうです。富山に
住んでいた頃の場所も最近分かったのです
が、射水市の太閤山から南に少し行ったと
ころに『山本』という地名が残っており、
そこが先祖のいた場所だそうです。ここか
らもそう遠くないところで両親も私も驚き
ました。今までは気付きませんでしたが、
少なからず富山とは縁があることに、運命
すら感じました。
暦も５月を過ぎ、いよいよ本格的なイベ

ントシーズンになります。まだまだ不慣れ
なところもありご迷惑をおかけするかも知
れませんが、ここで未熟な部分を少しでも
成長させていければと思います。みなさま
どうぞよろしくお願いいたします。
みなさまにお会いできることを楽しみに

海王丸でお待ちしております。

４・５月の行事結果

船体・展示マストヤード塗装工事

４月９日から２０日までの間、船体・展
示マストヤード塗装工事を行いました。ド
ラム缶で作ったイカダに足場を組んだもの
を海面に浮かべ、移動しながら刷毛でペン
キを塗りました。

ボランティア宿泊研修（再訓練）

４月１４、１５日と２１、２２日にボラ
ンティア宿泊研修（再訓練）を行い、４１
名の方が初心に返っての訓練や懇談会で親
睦を深めました。
１日目は、基本動作の確認、ロープの取

り扱い、ギア配置の規則性、模型を使用し
てのギアの導き方と役割など、盛りだくさ
んの内容で再訓練を行いました。参加した
ボランティアには日頃疑問に思っていたこ
とを解消してもらいました。夕食後、第１
教室で船長講話を開催しました。テーマは、
「船長の職務と権限」「昭和４０年代にお
ける練習帆船の実習と生活」で、皆さん熱
心に耳を傾けていました。
２日目はカッター訓練、真鍮磨き、ボル

トロープのサービングなどの活動を行いま
した。

総帆展帆①・②

今年最初の総帆展帆は好天に恵まれ４月

２９日に行いました。今回は、平成２年に
海王丸が富山で総帆展帆を始めてから通算
１５０回の記念すべき展帆となりました。
展帆作業後に、参加ボランティアが海王丸
前に集合し記念撮影をしました。

※総帆展帆１５０回記念写真を参加された
ボランティアにお渡しします。海王丸パー
クへお越しの際、海事課までお申し付け下
さい。
◆天候 晴 ◆参加人数 ７５名
◆展帆状態 総帆 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｼｬｰﾌﾟｱｯﾌﾟﾔｰｽﾞ

５月６日、大型連休最後の日は雨のため
中止となりました。総帆展帆は中止になり
ましたが、２２名のボランティアが集まり
甲板ボランティアとして古くなったセイル
の解体をホールドで行いました。

セイルの解体→

解体したセイル
は、カバーや塗
装作業の養生シ
ートとして再利
用します

商船高専実習

富山商船高等専門学校国際流通学科４年
生２４名が、「船舶・海洋特論」の授業の
一環で海王丸にやって来ました。海王丸で
は結索実習、登檣訓練、練習帆船に関する
講義などを５回にわたって行っています。
国際流通学科は商船学科と異なり大型練

習船での乗船実習は行いませんが、海王丸
での実習で海や船の基礎を経験し、幅広い
ニーズに対応できる人材を育成しています。

ボランティア新規養成訓練

４・５月に行われた新規養成訓練で次の
方々が仲間に加わりました。どうぞよろし
くお願いします。
津本 孝 さん （つもと たかし）



- 3 -

清水 等 さん （しみず ひとし）
出村 正幸 さん（でむら まさゆき）

６・７月の行事予定

ボランティア新規養成訓練③

海王丸ボランティアになってみません
か？総帆展帆やセイル作製の他、楽しい活
動や交流があります。

平成19年７月２８・２９日（土・日）

※訓練参加には、お申し込みが必要です。
お問い合せは当財団海事課まで。

総帆展帆③・④

日 時：平成１９年６月 ３日（日）
７月１６日（月・祝）

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１教室

登 檣 礼

今年も海の日（７月１６日）を記念して、
帆船の最高儀礼である登檣礼（とうしょう
れい）の実施を予定しています。また、登
檣礼訓練を下記日程で行います。多くのボ
ランティアの皆さんに参加をお願いします。

登檣礼訓練
日時 平成１９年 ７月 １日（日）

１３：００～
集合場所 海王丸第１教室
訓練は雨天決行（屋内で訓練します）
訓練に参加された方のみ登檣礼を行ってい
ただけます。

お知らせ

夜 間 公 開

新湊花火大会が行われる７月29日（日）、
海王丸の夜間公開（最上甲板上のみ）を行
います。海の貴婦人から夜空に広がる光の
アートをご覧いただけます。

時 間 １８：００～２１：００
※乗船受付は２０：３０まで

イルミネーション

夏休みにあわせ海王丸のイルミネーショ
ンを連日点灯します。
日 時：平成１９年 ７月２０日（金）

～９月 ２日（日）
日没から21:00まで

イベント案内

ファミリーフェスティバル

海王丸パークで港や海への関心を高めて
もらうため、小さな子供とその家族が一緒
になって楽しめるイベントを開催します。

平成１９年 ６月 ２日（土）
３日（日）

・ミニ遊園地、フードコーナー
・フリーマーケット
・総帆展帆(6/3) ・カッター教室(6/2)

パークフェスティバル

海の日（７／１６）にちなみ、海や船に
親しんでもらうイベント、パークフェステ
ィバルを開催します。

平成１９年７月１４日(土)～１６日(月)
・手作りボートレース ・体験乗船
・総帆展帆（７／１６）

カッター・セイリング教室

海に漕ぎ出し、爽やかな風とセイリングを
楽しんでみませんか？

日時：平成１９年 ６月 ２日（土）
７月２８日（土）

午前の部 09:00～11:50
午後の部 13:00～15:50

お問い合せは海事課まで

みなとまち上陸紀行

長い航海を終えた船乗りが、久し振りに
陸の空気を吸う上陸。下りたところは殺風
景な岸壁でも、道の先にはみなとまちがあ
ります。今回は函館です。
津軽海峡の北の玄関・函館へは、函館山

を右舷に見ながら入港します。港内には青
函連絡船として活躍し、海王丸のように一
般公開されている摩周丸や、青森行きのフ
ェリー、大きなクレーンを備えた造船所、
沢山のランプを取り付けたいか釣り漁船が、
みなとまちを飾っています。
函館上陸の起点は、近年駅舎が改装され

た函館駅。駅前から路面電車やバスが出て
おり、近くへ行くのも遠くへ行くのにも便
利です（港内の岸壁から駅前まで遠いこと
がありますが）。
入港の時見た函館山には、駅前からの登

山バスで行くことができます。添乗員の女
性にとても話の面白い方がいて、大爆笑し
ている内に到着します。日本３大夜景の一



- 4 -

つに数えられるだけあって、函館半島一杯
に散らばった“宝石”は見応えがあります。
また、車のライトや街灯で浮かび上がる道
路が様々な角度で交差し、その中のどこか
にカタカナで『スキ』と見えるところがあ
るようです。これをカップルで見つけるこ
とができると恋が実るとか・・・（この話
を教えてくれた後輩は、男二人で函館山に
登って幸運？にも見つけてしまったようで
す）。
函館山の裾野にある元町は、坂道に洋館

や教会が建ち並ぶ異国情緒あふれる地区で
す。元町からさらに海岸の方へ歩くと、赤
レンガ倉庫群や西波止場など買い物や飲食
が楽しめるウォーターフロントエリアが続
きます。
海と岬の織りなす絶景を楽しむなら、立

待岬がお薦めです。森昌子が歌うこの岬へ
は、路面電車の南の終点、谷地頭（やちが
しら）から徒歩約１５分。昼間は本州・青
森を、夜はいか釣りの漁り火を眺めること
ができます。少し歩くのに疲れたら、市営
谷地頭温泉で汗を流すのはいかがでしょう。
地元の方が多く通う温泉で、五稜郭をかた
どった露天風呂がユニークです。
本当の五稜郭へも路面電車で行くことが

できます。戊辰戦争最後の地として知られ
る五稜郭は、幕末に築かれた星形の城郭で、
昨年完成した新しいタワーからその姿を見
ることができます。函館の桜は５月上旬に
見頃を迎え、桜の名所でもある五稜郭公園
では大勢の市民が桜の下でジンギスカンを
焼きながらお花見を楽しみます。

質問コーナー

（質問）これなあに？

射水市立八幡保育園
ぞう組さん

（答え）これはキャプスタ
ンといいます。ロープをま
くきかいです。どうたいに
ロープをまきつけて、うえ

にあるあなに、ながいぼうをさしこんで、
そのぼうをおしながらあるきます。すると
キャプスタンがまわり、ロープをまきとる
ことができます。おおきなちからがいると
きにつかいました

危険予知トレーニングvol.23

※前回１０５号vol.22の答え

《状況》ゴム長靴を履
きパイプラインの上を
歩いて、修理現場に向
かっている。

１．パイプより滑り落
ちて転倒する。

２．船体動揺でバランスを失い、工具を持
ったまま手をつき、怪我をする。

左のイラスト
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Ｋ
ＹＴイラストシ
ート集７より抜
粋）

終わりに

桜が見頃を迎えた頃、海王丸パークにツ
バメがやって来ました。鳴き声を「虫食っ
て土食ってしぶーい」と聞きなすようです
が、何度聞いてもそんな風には聞き取れま
せん。パーク内の古巣に居を構え、つがい
で仲良く飛び交ったり、飛びながらつつい
て喧嘩？をしたり。ふと気付くと泥をくわ
えた別のつがいが海王丸のある箇所に。ど
うやら船をねぐらにするようです。（さ）


