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第１０７号

６・７月の行事結果

総帆展帆③

爽やかな天気に恵まれた６月３日（日）、
今年２回目の総帆展帆を行いました。午後
（畳帆）の参加者は４６名と大幅に減って
しまいましたが、チームワークを発揮して
作業を行いました。
ボランティアの玉井文次さんは、今回の

総帆展帆が１５０回目の参加となり、ミー
ティングでその発表があると大きな拍手が
わき起こりました。

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

みなとオアシス海王丸パーク
登録記念式典

６月１０日（日）、海王丸パークのみな
とオアシスへの登録を記念する式典が挙行
されました。「みなとオアシス」制度とは、
「みなと」の施設を活用し地域振興に係る
取り組みが継続して行われている区域を
「みなとオアシス」として登録し、みなと
や地域の魅力を全国に発信することで、み
なとまちづくりを応援するとともに、みな

と来訪者の利便性の向上を図るものです。
式典では、みなとオアシスのシンボルマ

ークをデザインした登録記念碑の除幕や、
かまぼこの無料配布があり、海王丸もミニ
展帆や汽笛吹鳴でお祝いしました。
当日は、射水市獅子舞大競演会やミニア

イトラム試乗会などが海王丸パークで開催
され、にぎやかな１日となりました。

左上：登録旗贈呈

上：記念碑除幕

左：ブルーピィーター
もやって来ました

登檣礼訓練

７月１日（日）午後から登檣礼の訓練を
行いました。デッキ上での発声・動作の練
習に続き、各マスト配置に分かれてシュラ
ウドでの並びやヤード上での位置確認を行
い、「海の日、おめでとう」を三唱しまし
た。帽子を振り上げるタイミングが難しく、
全員が揃うように意識を集中させ何度も練
習をした結果、最後には上々の仕上がりと
なりました。
昨年は、雨天のため中止となってしまっ

た登檣礼ですが、練習の成果を７月１６日
の海の日に多くの見学者に披露できること
を祈って解散しました。

８・９月の行事予定

総帆展帆⑤・⑥・⑦

日 時：平成１９年８月 ５日（日）
９月 ２日（日）



- 2 -

９月２３日（日・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

※ 同封のハガキにて出欠連絡を
お願いします

ボランティア新規養成訓練④

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 ９月８・９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。

お知らせ

立山カルデラ砂防体験学習会

多くの人がおとずれる立山アルペンルー
ト、そのすぐ隣に火山活動とその後の侵食
につくられた立山カルデラがあります。こ
こには荒々しくも豊かな自然と人々の歴史
が残されています。しかしここは、砂防の
工事現場なので普段、一般の人は立ち入り
禁止の場所です。そんなカルデラをバスで
訪れ、現地の自然、歴史、砂防を見学する
立山カルデラ砂防体験学習会を、海王丸ボ
ランティアで富山県自然解説員でもある、
水野さんと田口さんが案内してくださいま
す。

日 時：平成１９年９月１４日（金）
08：30～16：40頃

中止になった場合、延期・予備日
はありません。

集 合：立山カルデラ博物館受付

対 象：海王丸ボランティア

定 員：ここは中型バスしか行けませんの
で とします先着２０名

参加費：大人１７００円

持ち物：お弁当、水筒、雨具(折りたたみ傘
でもいいです)

申込先：水野洋子さん
０７６－４９１－２５４０(Ｆ兼)
尚保険をかける関係で必ず住所、
氏名、電話番号、年齢を明記して

下さい。

締切日：平成１９年７月３１日（火）

その他：天候、道路状況などで中止になる
ことがあります。実施の有無は下
記のテレホンサービスで、前日１
３：３０（状況によっては１８：
００）以降に確認できます。
０７６－４８１－１３６０

詳細は水野さんまでお問い合わせ
ください。

イルミネーション

夏休みに合わせて、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９月２日（日）まで

日没～21:00

木甲板ピッチ流し工事

期 間：平成１９年９月１０日～２１日

内 容：木甲板の継ぎ目から漏水するのを
防ぐため、ピッチと呼ばれるもの
を流し込みます。

※期間中、見学順路を変更する
ことがあります。

イベント案内

秋のファミリーフェスティバル

家族が一緒になって楽しむことのできるイ
ベントを開催します。

日 時：平成19年９月22日(土)～24日(振)
10:00～17:00

・ミニ遊園地
・親子工作教室
・フリーマーケット
・総帆展帆（９／２３）
・カッター教室（下欄をご覧下さい）

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 ９月２２日（土）
９月２４日（月・振）

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
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海王丸ツバメ日記

前回の舵輪で、海王丸にツバメがやって
きたことを書きましたが、無事ヒナがかえ
って巣立ちました。その様子を紹介します。

４月○日
ツバメが巣を作ったのはウェルデッキ右

舷のキャプスタン上。一度船内に迷い込ん
で閉じこめられてしまい、船内で一夜を明

かしたこともありました。
翌朝脱出に成功しました
が、船内の床にはたくさ
んの置き土産が、、、掃
除のおばちゃん、ごめん
なさい。

５月△日
巣が完成し、産卵を終えた親鳥はじっと

卵を暖めます。巣のそ
ばでは、昼間は海事課
職員が錆打ちのため工
具を使用するため激し
い音を鳴らし、夜は海
洋教室で泊まりに来た
子供達がワイワイガヤ
ガヤ。劣悪な環境の中、
ただひたすら卵を抱い
ていました。

６月□日
最初のヒナがかえりまし

た！親鳥が巣に帰ってくる
と、小さいながらも口を大
きく開けて親鳥に「エサち
ょーだい」とアピール。全
部で５羽になりました。

６月☆日
卵からかえって２週

間。ヒナたちは親鳥よ
りもぷくぷくしてまし
た。５羽が並ぶと巣か
らはみ出しそうです。
親鳥は巣のそばまで来
ますが、巣には入ろう

としません。巣立ちの練
習を促しているようで
す。次の瞬間、「エイ
ッ」と言ったかどうかは
分かりませんが、羽をバ
タバタさせて巣を飛び出
して近くのロープに留ま
りました。

６月◇日
翌朝出勤すると、５羽が

物干し用ロープに留まって
お出迎え。昼には船の外で
バタバタ飛んでいました。
でもまだ親鳥のように滑空
はできないようです。

７月＃日
昼間は飛んだりエサを捕ま

える練習をして、夜は海王丸
に戻って休みます。何日かす
るとマザーシップ海王丸を元
気に飛び出して、巣立ってい
きました。

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。今回は長崎です。
日本の斜張橋の中では６番目の長さ（４

８０ｍ）を誇る女神大橋にさしかかると港
内の様子が見えてきます。長崎港は三方を
山に囲まれ、細長い形状をしており、まわ
りにはには大小様々の造船所があります。
また、大型客船や五島列島へ向かうフェリ
ーが出入港し、活気に満ちています。
練習船は出島地区や松ヶ枝地区の岸壁に

着くことが多いのですが、ここは毎年春に
行われる長崎帆船まつりの会場になるとこ
ろでもあります。航海訓練所の日本丸・海
王丸や国内外の帆船が、港内でパレードや
セイルドリル、一般公開などを行います。
帆船が集うその様子は、あたかも出島にや
って来たオランダ船を描いた江戸時代の絵
図のようです。
長崎といえば幕末の開国後設置された外

国人居留地の洋館をまず思い出しますが、
今回の上陸では近年整備の進んだ鎖国時代
の長崎を巡りたいと思います。
今回の上陸での交通手段は、長崎市コミ

ュニティーバスらんらん。市内中心部を反
時計回りに循環するバスで、運賃はどこか
ら乗って、どこで下りても１回１００円、
１日何回でも利用できる１日乗車券は３０
０円です（どちらも小人は半額）。１５～
２０分間隔で運行しています。
まずは岸壁すぐ近くの出島へ。あの鎖国

の象徴とも言える出島では、和蘭商館の復
元された建物が並び、当時の貿易や生活な
どを知ることができます。
出島からバスに乗って崇福寺へ。江戸時

代に中国の人たちが建立した唐寺で、中国
の様式が色濃く残るお寺です。この界隈は
寺町と呼ばれ、通りには多くの寺院が並ん
でいます。お寺だけでなく川に架けられた
橋にも中国の様式が見られ、中華街とは異
なった趣があります。
バスで市内を巡りながら向かう次の目的

地は、長崎歴史文化博物館です。こちらの
目玉は復元された長崎奉行所。長崎奉行が
行っていた行政・司法・外交・貿易やキリ
シタン取締についての展示があります。犯
科帳（判決記録集）に記された事件の顛末
と裁きがわかりやすく紹介されていたり、
御白洲や貿易品の荷改めをその場に立って
見られるのがとても印象的です。博物館の
近くには長崎くんちの舞台、諏訪神社があ
ります。
またバスに乗って、長崎駅前で下車して
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少し歩くと、日本二十六聖人殉教地の碑に
たどり着きます。太閤秀吉のキリシタン禁
止令により処刑が行われたこの地は、カト
リック教徒の公式巡礼地となっています。

質問コーナー

（質問）「一等航海士」ってどんなお仕事
ですか

射水市立東明小学校４年児童

（答え）船の中の最高責任者はご存じの通
り船長ですが、その仕事や権限は
非常にたくさんあり、船長一人で
はとても大変です。そこで船長を
補佐する人が一等航海士です。船
内規律（ルール・約束）や労務管
理（仕事の内容や時間を決める）
などの大切な仕事を船長から任さ
れています。
航海中は、04:00～08:00と16:00～
20:00に当直（船を動かす当番）に
入ります。この時間帯は日の出や
日の入りに重なり、まわりの船な
どが見えにくいので、航海術を知
り尽くした一等航海士が当直を行
うのです。
停泊中は貨物を積んだり降ろした
りする作業の総監督です。また船
体そのものを管理し、修理が必要
であれば造船所の人と計画を立て
ます。
一等航海士は若い航海士たちの親
分（まとめ役）です。航海士は一
等航海士から任された仕事をしな
がら勉強し、国家試験を受けて資
格を取って一等航海士になろうと
がんばります。
一等航海士を英語で「チーフオフ

ィサー」と言い、普段はそれがな
まって「チョッサー」とみんなか
ら呼ばれています。

危険予知トレーニングvol.24

※前回１０６号vol.23の答え

《状況》
甲板上パイプ修理のため、
ボルト、ナットをゆるめて
いる。

１．Ａはスパナの上部を持
っているので、Ｂの振り下
ろしたハンマーが手に当た
って怪我をする。

２．破片などが飛んできて腕に当たり怪我
をする。

３．Ｂの足場が悪いので、ハンマーを振っ
たときに転倒する。

４．Ａは頭がむき出しなので作業中ものが
飛来して怪我をする。

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５２より抜粋）

終わりに

今日は、船舶検査に向けての準備をしま
した。普段頑丈に閉鎖されて立ち入ること
が出来ない場所にも行き、海王丸の構造を
確認することができました。（さ）


