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第１１２号

退任のご挨拶

総務課長 岩坪 仁之

「これからもよろし
く！」
着任のごあいさつをさ

せていただいて早 3年。
船は水に浮かんで動く

乗り物程度の知識であっ
た私は、総帆展帆の美し
さに魅せられ、他人に船

の素晴らしさを伝えたいと思うほどまでに
洗脳（笑）された後、残念ながら財団総務
課長からの異動を命ぜられました。
しかし、舵輪第９５号で皆様に決意表明

したとおり、個人的に海王丸を利用させて
いただくことに成功したのです。
今後は海王丸ボランティアとして皆様と

お付き合いさせていただく予定としており
ますので、「これからもよろしく！」。

業務係長 作道 賢次

このたびの４月の異動
で射水市役所へ復帰いた
しました。
本財団で勤務した平成

１７年４月１日から平成
２０年３月３１日までの
３年間は、様々な経験が
でき、非常に有意義で充
実したものでした。

経理業務全般に始まり、海王丸パーク、野
鳥園、新湊マリーナの管理やイベントの企
画立案実施までと様々な業務を行いました。
特に大変だったのはイベント業務でした。
イベント当日の天候はお客様の入込数に直
結するので、雨が降らないかどうか、イベ
ントが近づくにつれ天候が気になって仕方
がないという有様でした。幸いにして私が
担当したイベントは１回を除き、天候に恵
まれました。
また、私の在任中に海王丸パークでは様々

なビックイベント（海フェスタとやま、ま
るごと射水・新湊、花火大会など）が行わ

れましたが、忘れてはならないのが海王丸
の「総帆展帆」でした。海王丸にある２９
枚全ての帆をひろげるために、ボランティ
アの皆さんが一致協力して一生懸命作業す
る姿を目の当たりにして、海王丸はたくさ
んのボランティアによって支えられている
ことを改めて思いました。
最後になりましたが、海王丸ボランティア

の皆様や財団職員の皆様、３年間本当にあ
りがとうございました。これからもお体に
お気をつけて、海王丸及び海王丸パークを
よろしくお願いします。

着任のご挨拶

常務理事（船長）
岡邉 光邦

このたび4月1日付けで
財団常務理事・海王丸船
長となりました岡邉光邦
（おかべ みつくに）で
す。前任者に変わらず、
よろしき御指導・御交誼
をお願いいたします。
少し自己紹介をさせて

いただきます。
生まれは広島県呉市で、いろんな船を見

ながら育ちました。宿題だけ済ませればど
こにでも行けと母から言われていたせいか、
初めての場所や知らない国・町を見たい気
が強い子供でした。県立高校から神戸商船
大学へ進み、卒業は大阪万博の1970年。帆
船実習は日本丸（当然、現在横浜の）で、
4月下旬に出た東京から48日かかったスバ
（フィジー）を経て、豪州シドニーに入港。
キャプテン・クック記念200年祭へ参加、帰
路にヌーメア（ニューカレドニア島）に寄
り、９月初め東京着という128日間の当時と
しても長い航海でした。
その後、航海訓練所教官として採用され、

進徳丸の次席三等航海士を振出しに各練習
船で勤務しました。1976年秋に当海王丸で
初めて二等航海士になり、一等航海士への
昇任も1988年春に本船でした。1991年３月
に北斗丸船長となり、その後日本丸船長、
青雲丸船長、又は各船で航海科専任教官を
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務めました。退職するまでおよそ37年半、
海上勤務が23年余で、まとまった陸上勤務
は３回（約５年間）。
外での勤務は、はるか昔になりましたが

原子力船「むつ」派遣（約２年間。俗にい
われる「漂流」航海は乗船中）、運輸省船
員部併任（２年間）、それに技術協力専門
家として海外派遣２回（インドネシア３年
間、パナマ２年間）。
さて、練習船では相手は実習生というこ

とが常態で、彼らを指導する立場・態度だ
ったわけですが、これからは、そうはゆき
ません。ボランティアの方々、射水市民・
富山県民と一緒になって、歴史ある、大切
な海王丸の船体とともに輝かしい伝統をも
守りつつ、できるだけ多くの人が船や海に
関心と愛着を持っていただけるように、お
手伝いしてゆきたいと思っています。
一日でも早く当地の空気・水に慣れてス

ムースな業務遂行ができるよう努めます。
いろんな意味で、健全で会話があるコミュ
ニティーを目指します。皆様の御協力・御
支援もお願いいたします。

総務課長 稲場 実

あいの風が吹く海王丸パ
ークへようこそ。イベント
になれば、そんなおくしい
気持ちで来場者を迎えるの
だろうか。（海王丸パーク
へは、結構遊びに来てよく
知っているし、いつも空は
晴れ渡っていて、海には海
王丸が浮かんでいて、そば
にいる家族は笑っていて・

・というさわやかで楽しい場所というイメ
ージを持っていました。）
と呑気者が、３月２８日に引継ぎのため

海王丸パークへやってきました。でまず、
強風でびっくり。その後、引継ぎを受けて
さらにびっくり。前任者が説明される業務
が★？■？△♪（←宇宙語ということ。）
まったくわからない。（今まで私がやって
きた仕事とって。何だったんだああ。と富
山新港に向かって叫びたくなりました。）
４月からは美しいマザーシップに見守ら

れながら、日夜自分なりに精進しておりま
す。ただ、かなり疲弊してきて、食欲も細
くなり、体重も落ち、ご覧のとおりの細身
になり、健康診断の受診が楽しみです。
（メタボと言われずに済みそうだから。）
さて、相変わらず、強風の日が多いです。

この組織での強風（逆風）と言えば、行革
（組織見直し、職員数減等）、予算シーリ
ング（補助金額減）、カツカツの予算執行
などなど弱風も入れればきりがないのかも
しれません。続いて順風（あいの風）は？
それは、昔なら北前船が安全に港に入るこ
とができた風。幸福の風。大漁の風。今な

ら、海王丸パークに来てくれるお客様の笑
顔かな。
県内人気スポットに配属になったので浮

かれていますが、このパークの賑わいが更
に大きくなるよう努力していきたいと思っ
ていますので、ご支援、ご指導よろしくお
願いします。

スタッフ 若田 知加

4月より、勤務しており
ます若田です。よろしく
お願いいたします。慣れ
ない仕事に、時間があっ
という間に過ぎておりま
す。総帆展帆した海王丸
の姿は見たことがありま
したが、先日初めて展帆
作業を見学させていただ

きました。ボランティアの皆さんがすばや
くマストに登り、帆を張る姿に、感激いた
しました。次回の総帆展帆も楽しみしてお
ります。

技術員 種市 晴彦

４月１日付けで着任い
たしました種市晴彦です。
１３年ぶりに富山に帰っ
てきました。１３年振り
に再会した方々、お久し
ぶりでございます。初め
てお会いした方々初めま
して、よろしくお願い致

します。
久しぶりの富山で、久しぶりの陸上勤務

です。慣れない陸上勤務により毎晩疲れ果
てていましたが、ようやく最近慣れてきて、
生活にも余裕が出てきました。１３年前と
は勝手が違うことも多々あり、忙しくも、
繁盛している海王丸を嬉しく思います。仕
事が始まり、年間スケジュールを見て、て
んこ盛りの予定に驚きました。展帆、カッ
ター教室、海洋教室、等々ここでしか体験
できないことばかりなので是非、更に多く
の方々に海王丸と関わって頂けたらと思い
ます。今後も富山の帆船海王丸に尽くして
頑張りたいと思いますのでどうか皆様、よ
ろしくお願い致します。

技術員 新ヶ江 俊之

この度二回目の富山勤
務になりました新ヶ江で
す。かれこれ９年ぶりで
すが、ボランテアさん方
のなかには私の事を覚え
ていてくださった方もお
られ大変うれしく思って
おります。
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海王丸もだいぶんおばあちゃんになり、
整備など大変そうですが、微力ながらがん
ばります。よろしくお願いします。

※中村憲二業務技師のご挨拶は次号に掲載
予定です。

４・５月の行事結果

ボランティア宿泊研修（再訓練）

４月１２、１３日と１９、２０日にボラ
ンティア宿泊研修（再訓練）を行い、３５
名の方が参加、４月末から始まる総帆展帆
に備えました。
再訓練では登檣訓練や展帆訓練を行い、

冬の間眠っていた感覚を呼び覚ましました。
夕方には船長講話を行い、海王丸が現役

だった頃のエピソードに熱心に耳を傾けて
いました。

総帆展帆①②

今年度第１回目の総帆展帆は、４月２７
日（日）に行いました。晴れてよいお天気
だったのですが、西寄りの強い風の中での
作業となりました。

◆天候 晴 ◆参加人数 ８２名
◆展帆状態 コースを除く総帆

ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｽｸｴｱﾔｰｽﾞ

５月５日（祝）は端午の節句、ガフブー
ムに鯉のぼりを揚げての総帆展帆となりま
した。展帆後一般公開を開始すると美しく
セイルをひろげた姿を船上から見学しよう
と長蛇の列ができ、船上は大変賑わいまし
た。午後の空模様が下り坂という天気予報
だったため、畳帆作業を１時間早めました。
作業終了後、大粒の雨が…作業中でなくて
一同ほっとしました。

◆天候 曇 ◆参加人数 ７２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

新ボランティア紹介

４月までに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。

城岡祥子 さん（しろおか しょうこ）
岩 栄吉 さん（いわ えいきち）
下津達也 さん（しもつ たつや）

６・７月の行事予定

総帆展帆③④

日 時：平成２０年６月８日（日）
７月２１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２１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。海の日を
盛大にお祝いするため、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２０年 ７月 ６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。
同封の返信はがきに希望する配置を記入

して下さい。
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イベント案内

射水市獅子舞大競演会

射水市が誇る伝統芸能「獅子舞」が海王
丸パークに集結！今年はパーク内の２会場
で、７団体が勇壮な舞を披露します。

日時：平成２０年６月１日（日）
11:00～15:00

会場：イベント広場・ふれあい広場
同時開催：

ミニアイトラム試乗体験
ミニ展帆

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２０年 ６月 ７日（土）
８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(6/8) ・カッター教室(6/7)

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 ６月 ７日（土）
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

パークフェスティバル

海の日（７／２１）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２０年７月１９日(土)～２１日(月)
・体験乗船
・総帆展帆（７／２１）

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。

平成20年７月12・13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。

西部銃郎氏を悼む

海王丸ボランティア 西部銃郎氏（８１
歳）が、４月１２日（土）にご逝去されま
した。
西部氏は平成２年ボランティア登録の第

１期生。平成１９年度末の総帆展帆参加回
数は１４９回（全１５８回中）。平成１４
年７月に海王賞（総帆展帆１００回）を受
賞、また毎年精勤賞を受賞される熱心な方
でした。総帆展帆以外のボランティア行事
にも積極的に参加し、海事思想の普及に多
大なる貢献をされました。
葬儀には、多くのボランティアが参列し

西部氏とお別れしました。４月２７日の総
帆展帆では参加者全員で黙祷を捧げ、ご冥
福をお祈りしました。

ボランティア掲示板

万葉集全２０巻朗唱の会参加者募集

日 時：平成２０年１０月 ４日（土）
午後７時～（雨天決行）

会 場：高岡古城公園
内 容：万葉集の朗唱
連絡先：ボランティア新田茂男さん

０９０－２０３６－７６４８

終わりに

４～５月に行われたちびっ子天国in海王
丸パークで、突然海王丸のフォアマストに
国際信号旗が！いったいどんなメッセージ
を送っているのでしょうか？答えは、海王
丸パークの時計台の下にあります。
「みなとまち上陸紀行」は次号に掲載する
予定です、お楽しみに。 （さ）


