
- 1 -

平成２０年 ３月 発行

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

http://www.kaiwomaru.jp

第１１１号

退任のご挨拶

常務理事兼船長
河原 健

3月 31日をもって、
伏木富山港・海王丸財団
常務兼海王丸船長を退任
することになりました。
4年前、立山連峰を背
景として停泊している海
王丸に久しぶりに出会っ
て感激したことを思い出
します。総帆展帆日には
ボランティアの皆さんの
協力で、美しい姿を見学

者に見ていただけて本当に幸せと感じまし
た。
私の在任中 32回の総帆展帆を実施しま

した。第 1回目の平成 16年 4月 25日
（日）は、まだ風を冷たいと感じる富山の
気候の中、船長として久しぶりの展帆指揮
で緊張しながら、初めてお目に掛るボラン
ティアの方々の自信溢れる作業に感心しま
した。昼前には、ポートタックシャープア
ップで、見事に総帆が風を一杯に孕み、美
しい太平洋の白鳥に変身させることができ
「ホット」したものです。その後の展帆で
は、強い風のためストームセールだけを開
いたり、風を船首から受けての展帆だった
りした時もありましたが、いつもボランテ
ィアの皆さんが元気に力を合わせて作業に
してくれました。
一方、プライベートの面では、富山の自

然と四季と食を満喫できました。最初の驚
きは、赴任した 4月、入居したアパートの
駐車場で野生の雉を見かけたことでした。
人が住んでいる直ぐ近くに雉がいる。神奈
川県ではあり得ないことが自分の周りにあ
ることでした。また、四季折々、近所の内
川沿いの遊歩道をウォーキングすると住民
の皆さんが丹誠込めて手入れをした花々に
出会えたのも思い出です。
食べ物では、しろエビ、ずわいがに、ゲン

ゲ、ホタルイカ、寒ブリ、氷見牛、新鮮な
野菜などをたのしみました。時折山登りに
出かけハイキングで美味しい空気を吸い、

帰りに温泉で汗を流せました。
私の母なる船「海王丸」が、自然溢れる富

山で、暖かなボランティアの皆さんの支え
で何時までも美しく元気で過ごせるように
今後もよろしくお願いすると共にし、皆様
が末永く健康で楽しくお過ごしできるよう
お祈りして、退任の挨拶といたします。
”Bon voyage!”

業務技師 木下 文夫

思い出しますと、早い
もので私が平成１１年４
月にこちらに来まして９
年になろうとしています。
この間、暑い夏、寒い

冬の雪と色々と思い出が
走馬燈のように過ぎ去り
ます。総帆展帆、餅つき、
海洋教室と色々楽しい思
い出がたくさんできまし
た。これからボランティ

アの皆様、海洋教室の子供達とたくさんの
方々との思い出を胸に、第二の人生として
過ごした富山での出来事は一生忘れること
はないと思います。
今後は、三重県鳥羽市にて第三の人生を

楽しく暮らしていこうと思っております。
最後に、皆様方のご健勝と、財団、海王

丸の益々の発展を祈念しております。

技術員 大波多 由秀

私、大波多もとうとう
皆様とお別れするときと
なりました。思えば富山
に来たのが今から２年半
前の平成１７年１０月で、
まだ新湊市の時であり、
１ヶ月後の１１月には射
水市となりました。
そのころ、私の妻は妊

娠しており埼玉の実家の
方で出産することにしていたので、１１月
末まで富山と埼玉を何度も往復しました。
そして無事に生まれた女の子の名には、射
水の水の一字を使いました。この年の冬は
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富山でも大雪となり、年が明けた雪だらけ
の１月から家族３人の生活がスタートしま
した。娘は富山のよい環境と地域の皆様の
温かい人柄のお陰もあり、すくすくと育ち、
子を持つ親として本当に感謝しております。
最後に、富山に海王丸があったからこそ

私にとってかけがえのない貴重な生活が送
れました。これもひとえに昔から、そして
今もこの海王丸を大事にしてきたボランテ
ィアや職員、それに関係する皆様がいたか
らだと思います。本当にありがとうござい
ました。

技術員 今村 政博

セイルベンディングお
疲れ様でした。この度、
航海訓練所に戻ることに
なりました。富山に３年
間いさせていただき、と
ても充実していました。
ボランティアの皆さん

には、大変お世話になり
ました。皆さんの方から
気軽に声を掛けていただ

き、大変うれしかったです。マスト配置も
フォアマスト２年・ミズンマスト１年担当
させていただき、各マストのボランティア
さんに助けていただきとても助かりました。
仕事の方でも、わがままを先輩方や後輩

達に聴いていただき大変ご迷惑をお掛けし
ましたが、３年間ここで教わったことは、
自分なりに吸収したつもりです。４月から
海王丸２世に、乗船します。訓練所に、入
所して最初に乗船した船なので、姉妹船に
乗船でき大変うれしいです。
私生活では、初めての１人暮らしでした

が楽しく生活が出来、新湊の曳山にも参加
できいろいろな人達と出会えて、たのしか
ったです。その反面、体を壊し入院もして、
財団の職員方々には大変ご迷惑をお掛けし
ました。
この３年間、出会いがあり別れもありま

した。でもいろいろな経験ができました。
最後になりますが、３年間有り難うござい
ました。又、会える日を楽しみにしてます。

２・３月の行事結果

進水記念イベント

去る２月１４日（木）は海王丸の進水記
念日でした。これを記念して２月１０日
（日）に進水記念イベントを実施しました。
天候の都合で満船飾は中止しましたが、建
造から７８年を迎えた海王丸は多くの見学
者で賑わいました。
今回は、特製チョコレートを船長公室内

でプレゼントしました。また、非公開区域
の特別公開では、機関室内にある予備発電
機原動機の始動・停止を見学者にやっても
らいました。車など身近にあるエンジンと
の違いを肌で感じてもらいました。

ベンディングセイル

３月９日（日）、ベンディングセイルを
行いました。ボランティア２９名と業者、
海事課が協力して全てのセイルを取り付け
ました。
ボランティアさんにはジブ、ステイスル、

コースあわせて９枚のセイルの取付や、甲
板上でのロープ操作をしてもらいました。
みなさん、ありがとうございました。

４・５月の行事予定

ボランティア宿泊研修（再訓練）

前号でお知らせしました、ボランティア
宿泊研修を下記日程の通り実施します。１
年間の活動を無事故で行うことができるよ
うに、登檣を含めて訓練します。ベテラン
の方も久し振りに参加される方も一切の不
安が無いよう一緒に基本動作を確認します。
ふるってご参加ください。
なお、下記の日程の内、日程①または②
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のいずれかご都合のよろしい日程を返信ハ
ガキにてお知らせ下さい。宿泊はできない
けど参加したいという方も大歓迎です。

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

１泊２日・２食（夕・朝食）
時 間：初日13:00～２日目11:30まで
食費等：１，５００円

更 衣：訓練生居室（当日指定します）
集 合：海王丸第一教室
内 容：登檣訓練、操帆作業訓練、甲板作業、

懇談会など

※ 宿泊参加申込みをされた方は、自動的
に食事の手配をします。申込み後に都合
が悪く参加できなくなった場合には、ご
連絡下さい。連絡なく欠席された方や、
食事のキャンセルが間に合わなかった方
には、食事代金をお支払いいただきます。

総帆展帆①②

日 時：平成２０年４月２７日（日）
５月 ５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

イベント案内

平成２０年度海王丸パークイベント予定

富山新港の賑わい空間「海王丸パーク」
で行われる主なイベントを紹介します。

４月２６日（土）～５月６日（休）
ちびっ子天国ｉｎ海王丸パーク
（４／２８・３０、５／１・２はお休み）

６月７日（土）～８日（日）
ファミリーフェスティバル

７月１９日（土）～２１日（祝）
海王丸パークフェスティバル

９月２１日（日）
巨大フリーマーケット

１０月１１日（土）～１３日（祝）
秋のファミリーフェスティバル

鯉のぼり掲揚式

地元保育園児とともに海王丸パークに鯉
のぼりをあげます。あわせて花の迷路も開
園します。

日 時：平成２０年 ４月１８日（金）
場 所：イベント広場

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２０年 ４月２６日（土）
４月２９日（火・祝）
５月 ４日（日・祝）
５月 ６日（火・休）

午前の部 09:00～11:50
午後の部 13:00～15:50

お問い合せは・・・
（財）伏木富山港・海王丸財団 海事課

電 話 ０７６６－８２－５１８１
メール by-the-wind@kaiwomaru.jp

探 鳥 会

日 時：平成２０年 ５月１８日（日）
08:30～10:30

場 所：臨海野鳥園（海王丸パーク内）
内 容：バードマスターによる解説を聞き

ながら観察できます。

お知らせ

新規ボランティア養成訓練

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。

第１回：平成20年４月５・６日（土・日）
第２回： ５月17・18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。

船体塗装工事

船体の白色を塗り替える船体塗装工事が、
次の期間に行われます。海王丸パーク内に
展示している現役時代のマスト・ヤードの
塗り替えもあわせて行います。
期 間：平成２０年 ４月 ７日（月）

～４月１８日（金）

みなとまち上陸紀行

お馴染みの港の紹介でございます。
今回の港は広島県の尾道港です。瀬戸内

海の中央に位置する尾道港は古くから天然
の良港として発展しました。歴史は古く、
なんと聖徳太子が浄土寺を開いたとされる
６１６年頃にはすでに港として機能してい
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たそうです。１７４１年より係留施設が築
造され、現在の尾道港の原型が出来上がり
ました。

街中は『坂の街尾道！』と言われるくら
い坂だらけ。長崎によく似ています。
１９９９年には瀬戸内しまなみ海道（西瀬
戸自動車道）が開通しました。これで本州
と四国へのアクセスが容易になりました。
尾道～今治までは車で１時間程、自転車だ
と島々を散策しながらでも１日で十分渡れ
ます。
グルメに関しては富山に負けないくらい、

おいしい魚が捕れます。写真の河川の様に
見えるのが尾道水道ですが、島と島の間が
狭いため潮流が速く豊富なプランクトンを
求めて魚たちが集まります。
それと忘れてはいけないのがこれ！！！
↓ ↓ ↓

そう「尾道ラーメン」で
す。鶏ガラで取った澄ん
だ醤油スープがベース、
表面に浮く液状の脂と、
背脂をミンチにした塊の
せいで『こってり』感も
強いです。麺は中細スト
レートさらりとしていて

濃厚なスープとの一体感は充分です。一般
的な「尾道ラーメン」は瀬戸内の小魚のダ
シを加える為に独特の風味があるのが特徴
です。尾道最大の人気店は『朱華園』と
『つたふじ』この店は鶏ガラにごくわずか
の豚骨をブレンドしたスープで地元でも大
人気です。もともと「尾道ラーメン」とい
うブランド名は、福山市のおみやげラーメ
ンメーカーがおみやげのラーメンにつけた
ものなのです。

『地図にて解説』
尾道は本州と四国の
間です。旗の根付け
部分が尾道です。そ
の下の島々を通る路
がしまなみ海道とな
ります。

↑ ↑ ↑
上の図が尾道市の拡大地図です。冒頭の

ロープウェイの画像をみるとわかりますが、
尾道水道の様子を地図と照らし合わせると
分かりやすいと思います。
ロープウェイ側は本州そして橋で繋がっ

てる島は向島（ムカイシマ）です。
新幹線でも尾道までアクセス可能なので

是非
『行ってみられま～！』

ついでに、尾道まで来られた方！！！
ご当地のベストスポットを紹介致します。

尾道港から東にフ
ェリーで１時間！
福山市の『鞆』に
到着します。
ここは瀬戸内海

の汐待ち港として
栄え朝鮮通信使の
宿『対潮楼』や日

本唯一の『履き物博物館』等があります。
有名な行事としては５月初めから終わりに
かけて『観光鯛網漁』があります。金曜を
除く平日の午後と土日・祝日は午前・午後
の２回やっております。鞆までは片道大人
１，５００円ですから島の景色を見ながら
１時間かけて鞆まで行き鯛網漁見て観光し
て、夕方は尾道まで帰りラーメン食べて夜
景も見て到れ尽くせりの広島の港・街観光
が出来ますよ！(海事課技術員 本石暖迪)

終わりに

前号に書きました貸し農園に、タマネギ
の苗を植えました。暖かくなったら、土づ
くりから始めて夏に取れる野菜を植えよう
と考えてます。野菜作りの腕に覚えのある
方、ノウハウを教えて下さい。
※危険予知トレーニングは紙面の都合上、
次号に掲載します。（さ）


