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第１１０号
明けましておめでとうございます。皆様にとって良い１年となりますよう、財団一同お

祈り申し上げます。これまでと変わらぬご協力を頂きますよう、よろしくお願いします。

１２・１月の行事結果

ボランティアの集い

１２月８日（土）、恒例のボランティア
の集いを富山市内で開催しました。昨年よ
り多いボランティアの参加があり、会場は
大変盛り上がりました。
精勤賞表彰式も行い、河原船長から感謝

状と記念品を手渡しました。

平成１９年度精勤賞

栄えある精勤賞受賞者は次の皆さんです。
おめでとうございます。（敬称略）
《展帆ボランティア》８割（７回）以上

※括弧内は展帆参加回数
荒木 孝文（９） 磯辺 富次（９）
伊東可志郎（９） 大川 雅永（９）
澤井 久義（７） 玉井 文次（９）
土居 正輝（７） 中屋 明（９）
西部 銃郎（９） 一刎 外治（９）
高澤 昭二（７） 宮越 謙三（８）
森田 恵子（７） 若林 邦男（８）
坂橋 誠（８） 高田 正二（９）
山口 信子（７） 金森 進（９）
酒井 聰（８） 水口 勝務（８）
山谷 実（８） 近藤恵津子（７）

近藤 健二（７） 尾崎 孝（７）
原井 節子（８） 武田 信幸（８）
河原 秀夫（９） 池崎 勝巳（９）
津田 賢二（９） 若林 良作（９）
今井 雄治（９） 高島 聖子（８）
吉田 勇一（７） 白井 孝雄（９）
立野 節子（９） 飯沼 邦子（８）
渡辺 博英（７） 中松 芳宏（７）
小泉 理恵（７） 樋爪 昭時（７）
本保 澄雄（９） 和田 耕一（７）
臼田 和吉（７） 長久 昇（７）
釣 與悦（８） 奥田 健（９）
山形 博英（８） 松尾 宗平（８）
岩坪 仁之（８） 清水 等（９）
塗師 博（８） 安守 潔（９）

《甲板ボランティア》３５時間以上
※括弧内は作業参加時間

長久 昇（２５８） 清水 等（１８８）

餅つき・鏡開き大会

餅つき大会をクリスマスイブの１２月２
４日（月）に行いました。参加ボランティ
アは４２名、会場の設営・餅つき・豚汁作
り・振る舞いをしました。天候に恵まれ受
付には列ができるほどとなり、午前中には
振る舞い終了となりました。
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１２月２８日（金）には、餅つき大会で
作った鏡餅を船内の神棚にお供えし、来る
年が海王丸を長もちさせられるように、そ

．．

してボランティアや見学者の皆さんにとっ
て輝かしい年でありますようにとお祈りし
ました。
１月１３日（日）雪のちらつく中、鏡開

き大会を行いました。こちらも多くの皆さ
んにぜんざいを振る舞うことができました。
ご協力いただきましたボランティアの皆さ
ん、ありがとうございました。

２・３月の行事予定

進水記念イベント・満船飾

７８回目の進水記念日をお祝いして、進
水記念イベント・満船飾を行います。
海王丸が産声を上げたのは、昭和５年

（1930）２月１４日。世界ではロンドン海
軍軍縮会議や第１回ＦＩＦＡワールドカッ
プが開催され、わが国では濱口首相銃撃事
件がおきた年でした。同年生まれの著名人
には、谷啓（コメディアン）岸田今日子
（女優）半藤一利（作家）ショーン・コネ
リー（俳優）キダ・タロー（作曲家）がい
ます。

日 時：平成２０年２月１０日（日）
09:30～

場 所：海王丸船上
内 容：乗船見学者先着３００名様に特製

チョコレートをプレゼント

海事課員案内による機関室等船内
非公開区域の特別公開
（満船飾は天候により中止するこ
とがあります）

右：進水ノ刹那
下：進水式

【満船飾について】
満船飾とは、船が祝意を表す方法の１つ

です。各マストの頂に国旗等を掲揚し、さ
らに船首から船尾までのマスト間に国際信
号旗を連ねます。
バウスプリット（船首の先端）から垂れ

下がる４枚の旗は、上から順にアルファベ
ットの“ＪＦＰＣ”で、海王丸の信号符字
（コールサイン：通信を行う際の名称）で
す。その他の旗は“ＳＯＳ”“ＮＣ”（と
もに遭難を表します）の組み合わせになら
ないように連ねてあります。
色鮮やかな６１枚の国際信号旗で飾られ

た海王丸は、白いセイルを広げたときとは
ひと味違った、美しい装いとなります。

ベンディングセイル

海王丸に“白い翼”を取り付けるベンデ
ィングセイルが、下記の予定で実施されま
す。参加いただける方は、同封のハガキに
てご連絡下さい。多くのボランティアの皆
さんのご協力をお願いします。

日 付：平成２０年 ３月 ９日（日）
３月１０日（月）

集 合：海王丸第一教室
更衣室：第２甲板旧乗組員居住区
日 程：
08:30 ミーティング（第１教室）
09:00 作業開始
16:00 作業終了
※ 昼食は財団で用意します

お知らせ

登檣礼チアリーダー募集

今年は、毎年７月に行っている登檣礼の
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チアリーダー（バウスプリット先端で発声
する音頭取り）改選の年です。多数のご応
募お待ちしております。

任期：３年間（平成２０年度～２２年度）

定員：３名（正１名、副２名）

資格：展帆ボランティア経験２年以上かつ
総帆展帆に過去５割以上参加してい
る方

応募方法：
同封のハガキでお知らせ下さい。ま
た、短信欄に意気込みを記入してく
ださい。

選考方法：
今年最初の総帆展帆で「大声コンテ
スト」を実施し、当日参加のボラン
ティアと職員の多数決で選びます。

探鳥会と講演会

日時：平成２０年 ３月 ９日（日）
探 鳥 会 08:30～09:40
野鳥講演会 10:00～11:30

場所：探鳥会 臨海野鳥園(海王丸ﾊﾟｰｸ内)
野鳥講演会
日本海交流センター第1・2研修室

内容：探鳥会では、ナチュラリストによる
解説を聞きながら観察できます。
野鳥講演会では、野鳥に関する専門
家をお招きし、講演していただきま
す。（講師、演題未定）

平成２０年度総帆展帆開催日

総帆展帆の開催日（１０回）は以下のと
おりです。合わせて開催されるイベント等
を紹介します。

４月２７日 ちびっ子天国
５月 ５日 ちびっ子天国
６月 ８日 ファミリーフェスティバル

７月２１日 海の日・登檣礼
８月 ３日 子供達が絵を描きます
９月 ７日 後半戦スタートです
９月２１日 巨大フリーマーケット

１０月１２日 ファミリーフェスティバル
１０月２６日 綱引きの練習日？です
１１月 ２日 運動会

ボランティア宿泊研修

春からの総帆展帆シーズンを前にボラン
ティア宿泊研修を行います。登檣・操帆の
再訓練を中心に、１泊２日（海王丸船中
泊）で計画しています。次号の舵輪に同封
するハガキで参加希望を取りたいと思いま
す。

日程①：平成20年４月12，13日（土・日）
日程②： ４月19，20日（土・日）

※費用等の詳細は、次号に掲載します。

冬の自然観察会

ボランティアの水野さんから富山県ナチ
ュラリスト協会「冬の自然観察会」のご案
内です。あなたも冬の生き物たちの暮らし
をたずねてみませんか?

日時 ３月２日(日)
場所 国立立山青少年の家

（076－481－1321）
日程 8 :30～9 :00 受付

雪上観察会、昼食、ゲームタイム
14 :00 解散

参加費 大人500円 子供200円
(資料、保険代)

持参品 雨具、防寒具、手袋、
その他(昼食は持参してください)
クロスカントリースキーやかんじ
き、スノーシューをお持ちの方は
持参してください。
尚無料でレンタル可能ですが、必
ず事前に申し込みをお願いします

申し込み・問い合わせ
FAX はがきでお申し込み下さい
(電話でのお申し込みは不可)

申し込み先
FAX 076-491-2540
ﾊｶﾞｷ 〒939-8072
富山市堀川町5 水野洋子
(電話076-491-2540)

申し込み締め切り：２月１３日(木)まで
記入の仕方

2008年3月2日 冬の雪上観察会
氏名・住所・電話番号を記入
レンタルの方は、歩くスキー、か
んじきを明記して下さい
(歩くスキーの方は靴のサイズも)



- 4 -

投稿コーナー

ボランティアNo.３５７三村二朗さんから
「沖縄へお越しの際は、ぜひ伊計島の伊計
ビーチへ足を運んでください」とのメッセ
ージとともに、きれいな写真が届きました。

ボランティアの皆さんからの投稿、お待
ちしております！

みなとまち上陸紀行

横浜は神戸と並んで、港町の代名詞のよ
うにいわれる街です。入港する船舶にはい
ろいろな種類がありますが、客船や練習船
はベイブリッジの下を航行して大桟橋に着
岸します。港内を１周する クルーズ船やレ
ストラン船があり、ナイトクルーズはオス
スメです。 港周辺では、山下公園・赤レン
ガパーク・ランドマークタワーが、よく紹
介されてますが、あまり知られてない場所
があります。
１つ目は、赤レンガパークの隣にある

『海上保安資料館横浜館』です。この資料
館はわが国周辺海域の現状と海上警備の重
要性などへの関心を高めることを目的に開
館しました。館内には、工作船及び回収物
などを展示しています。
２つ目は、『神奈川県警本部』です。予

約（３ヶ月前～）をすると、県警本部庁舎
の見学ができます。主な見学区域は、道路
情報が一目で分かる大型地図板や交通流監
視カメラなどの最新機材により交通を制御
している交通管制センター、１１０番通報
を受け付け、パトカーなどを現場に派遣す
る通信指令室などです。地上 83メートル
の位置にある展望ロビーからは、横浜港、
みなとみらい地区を始め富士山や新宿副都
心などが一望でき、見応え十分です。
港周辺から離れて街中に目を向けてみる

と、中華街・外国人墓地・三渓園などがあ
ります。中華街は世界の中でも最大級。東
西南北の意匠をこらした門をくぐれば、そ
こは別世界。日本にいながら中国文化を感
じられます。静かな緑の丘陵地にある三溪

園は、生糸貿易により財を成した原三溪に
よって、明治３９年に公開されました。広
い園内には、京都や鎌倉などから移築され
た歴史的に価値の高い建造物が保存されて
います。外国人墓地周辺は、西洋の匂いを
感じさせるエリアで、お洒落なファッショ
ンストリート元町と、かつて外国人の居留
地だった山手や、横浜らしいエキゾチック
な魅力がいっぱいのエリアです。
夜になれば、みなとみらい２１エリアの

ライトアップがあります。勿論一番美しい
のはお姉さんの日本丸です。
下町の居酒屋などに行けば、周りの人た

ちと楽しく飲める所がいっぱいあります。
この様に横浜には、まだたくさんの観光ス
ポットもあり、いろいろな人達にも出会え
ます。
歩く場所だけでも楽しいみなとまち、そ

れが横浜です。(海事課技術員 今村政博)

危険予知トレーニングvol.26

※前々回１０８号vol.25の答え

《状況》船橋にあるトークバ
ック用スピーカーを取り外し
ている。

１．椅子に乗って作業してい
るので、バランスを失い転落
する。
２．スピーカーが急に外れて
落ち、下にいる人に当たり怪
我をさせる。

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７５から抜粋）

終わりに

貸し農園を借りました。こどもと一緒に
収穫を楽しむことができるように、野菜作
りの本を読んで、勉強中です。（さ）


