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

http://www.kaiwomaru.jp

第１１４号
退任のご挨拶

海事課主任 榊原 祐一郎

９月３０日をもって財団
を退職、航海訓練所に復帰
することになりましたので
ひと言ご挨拶申し上げます。
この２年間の財団での勤

務を振り返りますと、ボラ
ンティアの皆さんの海王丸
への熱い思いと、海洋教室

に参加したこどもたちの姿が印象に残って
います。
海王丸の総帆展帆は、ボランティア活動

の中心となる行事ですが、この総帆展帆に
参加するためこれまでに７００名を超える
方々が、訓練を受け登録されたということ
に尊敬の念を抱きます。ボランティアの方
それぞれに応募の動機は少しずつ違うかと
は思いますが、海王丸ボランティアという
チームとなって白いセイルを広げ、多くの
人々に感動を与えているということは、な
かなかできないことだと思います。ここだ
けの話ですが、私は高いところと犬が苦手
です。高いところは仕事なので行きますが、
これがボランティアであったら、、、と考
えるとなかなか勇気が出ません。
海王丸を活用して、こどもたちに海と船

と人について学び体験をさせる海洋教室と
いう事業は、担当者の私が言うのも何です
が、とても素晴らしいものだと思います。
海国日本・海洋立国日本とはいうものの、
海運・船舶・船員の重要性を国民が理解し、
また危機意識を持っているかというと、決
して十分ではないと思います。海洋教室に
やって来たこどもたちには、それを伝える
ことができます。わが国の将来を担うこど
もたちに、海洋教室という機会を与えられ
る富山県は、他県出身の私にはうらやまし
く映ります。
私事ではありますが、この２年間は就職

して初めての陸上勤務の機会でした。学生
時代から乗っていた練習船に就職してぬく
ぬくと育ち、外の社会を知らなかった私に
とって、財団への派遣はある意味初めての
就職と同じような緊張がありました。たく

さんの失敗をしながらもこうしてご挨拶で
きるのも、海王丸と財団にかかわる方々の
お陰と、心の中で手を合わせています。
また、富山の自然からさまざまなことを

学びました。富山の自然は裏切りません、
いつも期待以上です。立山、黒部峡谷、五
箇山などその景観は私の想像を越えていま
したし、それらと人の間にある歴史や文化
がいまも大切にされていることに大変驚き
興味深く思いました。あふれる自然とそこ
に生きる人々、私はそんな富山の大ファン
になってしましました。
趣味で始めた家庭菜園も、夏にはたくさ

んの野菜を実らせ、食卓をにぎやかにして
くれました。ニュースで食の安全に関する
ことを聞かない日はないくらいでしたが、
食品の生産に携わることの大変さを身をも
って知りました。ボランティアさんや、船
内清掃のみなさんに師匠となっていただき
たくさんのことを教えていただきました。
ありがとうございました。
再来年は海王丸の公開２０周年・建造８

０周年にあたります。海王丸が、こういっ
た節目の年を何度も迎えることができるよ
う、海王丸ボランティアをはじめ県民の皆
様に支えていただき、末永く保存・活用さ
れることを願っております。

７・８・９月の行事結果

総帆展帆④⑤

海の日（７月２１日）にふさわしい青空
の下、セイルをひろげることができました。
解帆作業の前には、海の日を記念して登

檣礼を実施しました。バウスプリットの先
端から、山形博英さんの「海の日、おめで
とう！」の発声に続いて、登檣員のみなさ
んが「おめでとう！」を三唱すると、観客
から拍手が起こりました。

◆天候 晴 ◆参加人数 ８９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

８月３日は午後からの参加人数が少ない
ことと西風の強風のため、ミズンマストの
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横帆を張らないという異例の展帆となりま
した。３６度を超える猛暑の中、少ない人
数でがんばりました。

◆天候 晴 ◆参加人数 ６８名
◆展帆状態 ﾐｽﾞﾝ横帆を除く総帆(23枚)

ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｼｬｰﾌﾟｱｯﾌﾟﾔｰｽﾞ

※総帆展帆⑥（９月７日）は雨天のため中
止となりました。

海の日（７／２１）で賑わう海王丸パーク

平成２０年度ボランティア表彰式

７月２１日、恒例のボランティア表彰を
行いました。これは、ボランティア活動を
通じて海事思想の普及に多大の貢献をされ
た方に対する表彰で、今年度は１１名の方
々が受賞されました（受賞者のお名前は前
号に掲載）。

表彰式では、岡邉海王丸船長からの挨拶
に続き、受賞者に表彰状と記念品が手渡さ
れました。受賞者の皆さんは、「ボランテ

ィアを続けられるのは、仲間の支え、家族
の理解があるから」と受賞の感想を言葉に
されていました。

みなさん、おめでとうございます！

１０・１１月の行事予定

総帆展帆⑧⑨⑩

日 時：平成２０年１０月１２日（日）
１０月２６日（日）
１１月 ２日（日）

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

アンベンディングセイル

アンベンディングセイルとは、セイルを
取り外すことです。今年使用したセイルを
マストやヤードから下ろし、補修をして来
年度に備えます。この作業にご協力いただ
けるボランティアを募集します。

日 時：平成２０年１１月 ３日（祝）
１１月 ４日（火）

０８：３０～１７：００頃

場 所： 更衣；訓練生居住区（男性）
後部乗組員居住区(女性)

集合；第一教室

※ 同封のハガキにて出欠連絡を
お願いします

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20年10月11日(土)～13日(祝)

１０：００～１６：００
・ミニ遊園地
・親子工作教室
・フリーマーケット
・総帆展帆（１０／１２）
・カッター教室（次頁をご覧下さい）
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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１０月１１日（土）
１０月１３日（祝）

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

探 鳥 会

日 時：平成２０年１１月 ９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

ボランティア応募要件が変わりました

財団では、青少年の海王丸ボランティア
への参加を一層推進するため、ボランティ
アの応募要件を「１８歳以上」から

「満１５歳以上」
に改正しました。
高校生の皆さん！小学生の時、海王丸で

体験した海洋教室以上の楽しさと爽快感が
ボランティア活動にはあります。興味のあ
る人は、友達も誘って応募しよう！
ボランティアの皆さん！ご家族・ご親戚

・ご近所に“適齢期”の方はいらっしゃい
ませんか？皆さんが体験している帆船のす
ばらしさと、多くの仲間との交流を若い世
代にも伝えてください。

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１０月４・５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。

感謝状をいただきました

７月２３日、アフリカへ毛布を送る運動
推進委員会から感謝状をいただきました。
これは、海王丸海洋教室の宿泊用に使用

した古い毛布を提供したことに対するもの
で、明るい社会づくり推進協議会の五十里
氏から成田常務理事に感謝状が手渡されま
した。感謝状は海王丸の船長室前に掲示し
ました。
今後も継続してこの活動に参加していき

たいと思います。

海王丸の一般公開休止について

船体整備のため、次の期間中は海王丸の
一般公開を休止します。

平成２０年１１月３日(祝)～２８日(金)

投稿コーナー

カッター巡航
－小さな帆船の航跡－ ㊦

海事課 榊原 祐一郎

ここでは瀬戸内海コースの夏巡航を取り
上げたいと思います。神戸・深江を出艇し
たカッターは２艇、それぞれに１２～１３
人を乗せていました。夏の盛りのことなの
で、風はあまり吹きません。動力は「人」。
主計と運用の２個班で交代しながらひたす
ら漕ぎます。カセットテープにはやりの曲
をダビングして艇上でかけるのですが、誰
が入れたのかＴＨＥ ＢＯＯＭの「風にな
りたい」、この曲が流れるたびに何故か風
がやみ、いまでもこの曲を聴くと、あの夏
の暑さを思い出します。港内から大阪湾に
出て針路を西へと定めるのですが、いつま
で経ってもポンドの前にそびえ立つ東神戸
大橋の姿が遠ざかりません。当時建設中だ
った神戸空港の作業船のおじさんが、あわ
れに思ったのかペットボトルのジュースを
差し入れてくれたこともありました。
明石海峡の手前の須磨で、潮待ちをしま

す。瀬戸内海のように潮流のはっきりして
いる海面では「風に乗るよりむしろ潮に乗
れ」といわれるためです。潮時・潮流を調
べ、逆算して出艇の時刻を決めます。出艇
までの間、主計は買い出しを、運用は水汲
みとワッチ（停泊当直）を行います。また、
ＮＨＫラジオの気象通報を受信して、天気
図を作成しました。出艇して潮に乗ったカ
ッターは５～６ノットで走り（正しくは流
され）あっという間に明石海峡を通過しま
す。まだつながっていなかった明石海峡大
橋の下をくぐるとき、みんなで上を向いて
「オーッ」を歓声を上げたり、届くはずも
ないのに手を伸ばしたものです。
播磨灘に入り、上島・鞍掛島を過ぎると

家島が見えてきます。家島は、姫路市の沖
合に浮かぶ４０余の島々「家島諸島」の中
心となる島です。万葉集の遣新羅使人・帰
路の歌にも詠まれ、いにしえの旅人も立ち
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寄ったことがうかがえます。前日からの夜
航海の疲れをとり、また潮待ちのために家
島の漁港で１泊しました。泊まるといって
も持ってきた毛布にくるまり、救命胴衣を
枕に岸壁で野宿。雨の日はカッターにオー
ニング（天幕）を張った艇上で雑魚寝です。
どちらにしても屋外なので蚊取り線香に燻
されながら寝ることになります。漁港に入
ると利点があります。漁協の氷はとても安
いのです。２００円くらいで大きなクーラ
ーボックスからあふれるほどの氷を手に入
れることができます。お茶や食料を冷やす
のになくてはならないものなので、大変助
かりました。
家島を出ると珍しく風に恵まれたのでセ

イルを広げ、下級生に帆走の技術や船位決
定法などを教えながら小豆島・福田に入り
ました。ここは本州とを結ぶフェリーの乗
り場があるところでお土産物屋さんもあり
ます。近所に優しい方がいらして、自宅の
浴室を貸してくれたこともありました。
次の港は、小豆島・土庄でした。土庄は

この巡航での一番西に位置する寄港地、つ
まり折り返し地点です。前年は日程の都合
で福田までしか行けず、この年には「自分
たちの力で、土庄にある二十四の瞳の銅像
を見てやろう」を合い言葉にしていました
ので、感慨深いものがありました。
ここ土庄付近にはお薦めの名所が２つあ

ります。１つ目は土渕海峡です。これは土
庄と渕崎の間を流れる全長２．５キロの海
峡で、なんと一番狭いところは、幅９．９
３メートル。平成８年に世界で一番狭い海
峡としてギネスブックの認定を受けたそう
です。カッターでこの海峡を通ったのです
が、海峡上には橋が３つかかっているため
マストを倒して通峡します。海峡を漕いで
進むと、オールが岸壁に触れそうになる場
面もありました。ちなみにこれらの橋を渡
ると、海峡横にある土庄町役場で横断証明
書(１枚１００円)も発行してくれます。
土渕海峡を抜けると２つ目の名所、小豆

島が見えてきます。さっきから小豆島の話
をしているじゃないの、と思われる方もい
るかと思いますが、この小豆島は「あずき
しま」と読みます。周囲４５ｍの小豆のよ
うに小さな島。ウソのような本当の話です。
再びマストを立てて航海を続けるのです

が、小豆島の南東端・大角鼻を越えると強
い東よりの風が吹き始め、なかなか私たち
を神戸に帰してはくれません。一旦北上し、
姫路や明石の漁港を転々としながら神戸・
深江のポンドまで戻ってきました。
偉大な先輩や頼もしい後輩たちは、巡航

で尾道や高松まで行ったようです。私たち
の頃は遠いところまで行けませんでしたが、
真夏のカッター巡航は「暑くて熱い」思い
出です。 （完）

危険予知トレーニングvol.28

※１１３号vol.27の答え

《状況》航海中、甲
板洗いをしている。

１．濡れたパイプの
上から滑り落ちて、
転倒する。
２．カッパのズボン
の裾を踏み、バラン
スを失って転倒する。

３．水圧が強くてホースが暴れ、ホースに
たたかれ怪我をする。

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
トシート集から抜粋）

終わりに

写真中央のこども
は私の息子ではなく
て、私です。
昭和５４年１０月、

愛知県衣浦港での１
コマです。後の帆船
は、我等が初代海王
丸、勿論現役の頃の
勇姿です。両脇を固
めているのは商船高
専のお兄さんのよう
です。一般公開中な
のでしょうか、雨上

がりの岸壁や船上にはたくさんの人が列に
なっています。このとき海王丸を見て、
「大きくなったら船乗りになるんだ！」と
思ったかどうかは分かりませんが、そう思
うこどもが一人でも多くこの富山から出て
くれることを願ってやみません。
それではみなさん、ごきげんよう！(さ)


