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TEL 0766-82-5181
FAX 0766-82-5197

http://www.kaiwomaru.jp

第１１５号
着任のご挨拶

海事課主任 森 勇介

１０月１日付け海事課
主任として着任しました
森 勇介です。生まれは
兵庫、育ちは横浜、横須
賀。幼い頃から海の近く
で育ち、沖を航行する船
を見るうち、いつしか船
乗りになることを目指し
ていました。県立高校卒

業後、東京商船大学へ入学。帆船での実習
航海は海王丸（Ⅱ世）でロングビーチ、ニ
ューヨーク、ボストン、ハリファックス、
ホノルルへの１２９日の航海でした。特に
ニューヨーク、ボストンでの帆船パレード
（世界各国の帆船による）、ボストン～ハ
リファックス間でのレースで優勝したこと
など非常に思い出に残る実習航海でした。
その後航海訓練所に採用され、北斗丸を振
りだしに海王丸、日本丸、銀河丸、青雲丸
と８年間の乗船勤務をして参りました。初
代海王丸での勤務は初めてですが（当たり
前？）、立山連峰を背に力強く、そして美
しく凛として浮かぶ海王丸に早くも心酔し
ています。この美しい船を媒体に射水はも
とより、富山県、日本そして世界に海事思
想の普及をしていきたいと考えております。
ボランティアの皆様とはさっそく１０月

１２日の総帆展帆でお逢いすることができ
ました。自分より年上の方々が目を輝かせ
て作業にあたられている姿を見て、海王丸
に対する熱き思いを感じました。総帆展帆
だけでなく様々な活動、行事を通じ色々勉
強させて頂こうと考えています、よろしく
お願いいたします。個人的には就職以来初
めての陸上勤務なので、海上職ではできな
いこと、できなかったことを一つでも多く
実施したいと考えています。また富山の抱
える数多くの雄大な自然を、一つ一つ時間
を掛けて巡っていきたいと考えています。
まだまだ分からないことばかり、右往左

往することもありますが皆様どうぞよろし
くお願いいたします。

９・１０・１１月の行事結果

総帆展帆⑥

１０月１２日（日）秋晴れの空の下総帆
展帆を行いました。新たなボランティア、
日本丸からのボランティアの参加もあり活
気あふれる展帆作業となりました。秋のフ
ァミリーフェスティバルで賑わうパークに
海王丸の美しい姿が華を添えました。

◆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

総帆展帆⑦

１０月２６日（日）あいにくの曇空、風
も時折１０m/sを越えていたため、総帆の展
帆は取りやめました。

◆天候 曇のち雨 ◆参加人数 ６５名
◆展帆状態 ミズンマストセール、各ロイ
ヤル・コースを除く１９枚
ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ４ﾎﾟｲﾝﾄ

総帆展帆⑧

１１月２日（日）今年度最後の総帆展帆
は天候に恵まれました。海王丸パークにも
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沢山の見学者が訪れ活気ある総帆展帆作と
なりました。また昼休みには恒例の海王丸
運動会を行い、白熱した戦いが繰り広げら
れました。優勝はフォアマストチーム、４
連覇となりました。

◆天候 曇のち晴 ◆参加人数 ７５名
◆展帆状態 総帆

ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ４ﾎﾟｲﾝﾄ

アンベンディング・セイル

１１月３、４日にすべてのセイルを取り
外すアンベンディングセイルを行いました。
ボランティアと海事課職員、そして業者の
手によってセイルを取り外し、デッキまで
降ろした後、セイルストアに格納しました。
来年は新しいセイルを取り付けるので、今
回外したセイルは解体する予定です。約８
年間使用したセイル、沢山の思いと歴史が
刻み込まれているセイルです。
５日からはブラックダウン、マスト・ヤ

ード塗装と大きな整備作業が行われていま
す。

絵画コンクール表彰式

「ぼくらの夢帆船」帆船海王丸絵画コンク
ールの表彰式が、１０月１３日（祝）日本
海交流センター内で行われました。
数々の秀作から最優秀賞が選ばれました。

最優秀賞の作品
上 西尾 風香さん（５年）
下 細呂木 健君 （１年）

写真コンクール表彰式

海王丸写真コンクールの表彰式が、１０
月２５日（土）日本海交流センター内で行
われました。
受賞作品は来年度のカレンダーに掲載さ

れます。

火災避難訓練

１０月２２日午前、射水市消防本部と合
同で火災避難訓練を実施しました。一般公
開中に訓練生居住区で火災が発生したとい
う想定で、見学者の避難誘導、連絡系統・
役割の確認を行いました。当日海洋教室に
参加していた射水市放生津小学校の皆さま
には、見学者役や負傷者役に扮していただ
きました。関係者の皆様ご協力ありがとう
ございました。

新ボランティア紹介

１１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。

阿部 良彦（あべ よしひこ）
田中 昌宏（たなか まさひろ）
出倉 佑樹（でぐら ゆうき）
千葉 元（ちば はじめ）
角尾 直樹（つのお なおき）
鍛冶 純平（かじ じゅんぺい）

出倉君は１７歳！富山商船高専の２年生
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です！

１２・１月の行事予定

行事への出欠連絡は、同封のハガキでお
願いします。ハガキ発送後の変更は、電話
・ＦＡＸ・メールにて受付けています。海
事課あて連絡ください。

ボランティアの集い

ボランティア相互の親睦をはかるボラン
ティアの集いを開催します。今年一年の総
帆展帆、甲板ボランティアの振り返り、ま
た久し振りに顔を合わせる方、普段はマス
トが違って話す機会の無かった方とのご歓
談をお楽しみください。

日時：平成２０年１２月６日（土）
１８：３０～２０：３０
（受付開始は１８：００～）

会場：いきいきＫＡＮホール
（富山駅前CiC ５階）

JR富山駅南口から徒歩２分）
住所：富山市新富町１－２－３
電話：０７６－４４１－０１０９
会費：無料
内容：立食パーティー、ボランティア表彰

（精勤賞）など
＊飲酒運転は法律で禁じられています。

公共交通機関をご利用ください。

餅つき・鑑開き大会

毎年恒例の餅つき・鏡開き大会を、下記
の日程で開催します。ボランティアの皆様
のご協力が必要です。冬期ボランティア親
睦の場でもありますので、たくさんの方の
お越しをお待ちしています。

☆☆☆☆☆ 餅つき大会 ☆☆☆☆☆

日時：平成２０年１２月２３日（火・祝）
０９：００～１４：００

場所：海王丸桟橋（乗船口脇）

内容：餅つき、豚汁作りと乗船者への振る
舞い

★★★★★ 鏡開き大会 ★★★★★

日時：平成２０年１月１１日（日）

場所：海王丸桟橋（乗船口脇）

内容：ぜんざい作りと乗船者への振る舞い

イベント案内

探 鳥 会

日 時：平成２０年１２月７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

健康診断票の提出について

ボランティア登録に必要な健康診断書は
年１回提出して頂くことになりました。
来年４月２６日までに海事課あてご提出

下さい。ご不明な点は海事課までお問い合
わせ下さい。

エコキャップ運動協力に感謝

エコキャップ運動への協力を頂きました
が、ペットボトルのキャップが当初目標の
５０００個を達成しました。
一人でも多くの世界の、子供達が健康に

過ごせるように今後も様々な活動を行って
いきます。ご協力おねがいします。
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投稿コーナー

私が海王賞を受賞できた理由
わ け

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ№２８４ 原井 節子

平成４年、第５期生としてボランティア
活動を始め１６年目にしてようやく受賞！
なが～い、長～い道程でした。
海王丸５５メンバー（近藤夫妻、牧野夫

妻、原井）全員で受賞できれば、喜びも一
入だったことでしょう。受賞した日は早速
街へ繰り出し、美酒に酔いしれたことはい
うまでもありません。
思い起こせば、海王丸５５（５期生で５

名という単純明快な命名）メンバーで四季
を通じて楽しんできました。山菜採り、お
花見、山登り、小旅行、他のボランティア
活動、クロスカントリースキーｅｔｃ．計
画（Plan）＝実行（Action）派の面々で、
思い立ったら吉日とばかり即実行です。と
にかく５人でいると楽しく時間の経つのも
忘れるほど。総帆展帆でもお分かりかと思
いますがActionよりもChatterで、メインマ
ストのマストオフィサー濱岡さんの口が塞
がらなかったことも幾度となくあったこと
と察しています。でもいつも温かい（思い
こみかな？）眼差しで３人娘を見守ってく
れている濱岡チーム（濱岡さん・種市さん
・本石さん）にかんしゃ感謝です。
海王丸ボランティアを通じて芽生えた友

情の輪を、これからも大切に育んでいき、
体力の続く限り総帆展帆をがんばっていき
たいと思います。そして、頂いた海王賞よ
り更なる上の海王シルバー賞を目指し、技
術的にもレベルアップを図り、精進を重ね
ていこうと意気込んでいます。
みとってぇ～、がんばっからぇ～！

危険予知トレーニングvol.29

※１１４号vol.28の答え

《状況》両手でかさばった荷
物を持ち、チャンバーから出
ようとしている。

１．船体動揺で締まってきた
ドアに押されて転倒し怪我を
する。
２．ドア内側は汗濡れのため
滑れやすいので、ドアを押し
ている足が滑って転倒する。

３．荷物を両手で持ち、片足立ちしている
ので、船体動揺でバランスを失い転倒する。
４．荷物で前方が見えないので、床にある
水で足を滑らせて転倒する。

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。

《状況》外地での食糧積み込み作業中

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

早いもので富山に赴任して１か月、本当
にあっと言う間に過ぎてしまいました。だ
いぶ仕事や陸上での生活にも慣れてきまし
た。先日、宇奈月温泉から黒部峡谷トロッ
コ列車に乗り欅平まで行きました。紅葉が
美しく、また自然が織りなす特有の音、匂
い、感触を満喫しました。次は黒部ダムへ
行きたいと思います。（も）


