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          海事課主任 森 勇介  
  
 ☆総帆展帆④ 
  ７月１９日（祝）海の日の総帆展帆は快晴に恵 
 まれました。最高気温が３４度を超えるなか、新

規ボランティア５名を迎え、参加者は今年度最高
の８６名でした。展帆作業前には登しょう礼を実
施し、海の日を祝いました。また昼休みにはボラ
ンティア表彰式を実施、長年にわたり展帆作業に
参加された方に表彰状と記念品を贈呈しました。 

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。退職にあたり一
言挨拶申し上げます。 

 ２年前の１０月、不安と期待を胸に赴任し、す
ぐに海洋教室、そして総帆展帆を行いました。現
在に至るまでに私が参加した総帆展帆は１８回、
海洋教室は４０回以上ですが、どちらも深く印象
に残っています。 

 
 
 
 

年間約２５団体、参加者１４００名を越える海
洋教室、慣れたのは夕食のカレーの味くらいで子
供の指導には最後まで慣れませんでした。自分な
りの指導方法を確立し、心を鬼にして厳しく指導
してきましたが、十人十色の子供たちをまとめる
のは毎回大変な苦労で、教育というのは本当に難
しいものだと感じています。しかし、きっとこの
苦労は練習船で生かすことができるものと考えて
います。また年間１０回程度行われる総帆展帆で
は、ボランティアの皆さんの海王丸に対する情熱、
愛情を感じました。貴重な休日を、海王丸の美し
い姿を披露するためだけに費やす皆さんに尊敬の
念を抱きます。今年で建造８０年を迎えたわけで
すが、富山に来てからの海王丸の２０年間はボラ
ンティアの皆さんの力によって支えられて来たの
でしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富山での生活を始めるにあたり、都会育ちの僕
（笑）は正直不安を感じていましたが、四季折々
の顔を見せる富山の自然に魅了され、おいしい水
が育む米、酒、肴に感動し、いつの間にか不安は
消え去り、富山に永住しても良いとまで考えるよ
うになりました。幸いにも富山の女性を伴侶に得、
私の第２の故郷となったわけですが、そうでなく
とも大好きな土地となったことに間違いありませ
ん。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

最後になりますが、２年間という短い時間でし
たが、財団職員を始め多くの方々に支えられ無事
任期を終了することができました。本当にありが
とうございました。皆様のご健康と今後益々のご
清祥を祈念し、退任の挨拶とかえさせていただき
ます。 

 
 
 

受賞者を囲んで記念撮影 
 
◇天候 晴  ◇参加人数 ８６名 

 ◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ４ﾎﾟｲﾝﾄ 



☆総帆展帆⑤ ☆総帆展帆⑦ 
 ８月１日（日）の総帆展帆は、絶好の天候に恵
まれましたが、西寄りの風となりました。寄港中
の青雲丸から熊田キャプテンをはじめとする乗組
員８名、実習生１８名が参加しとても賑やかな、
また力強い展帆作業となりました。昼休みにボラ
ンティアの希望者が青雲丸実習生の案内で青雲丸
を見学しました。 

 ９月５日（日）通算１８０回目となる総帆展帆も快
晴に恵まれました。しかし、特に午後の参加ボランテ
ィア数が十分でなく、猛暑であることも考慮してミズ
ンマスト横帆の展帆を止めざるを得ませんでした。昼
休みにはキャプテンのプレゼンテーション「海王丸の
ハテナ？！」が行われました。これまで気づかなかっ
た海王丸のトリビアに参加された皆さんは興味津々の
様子でした。  青雲丸のみなさんありがとうございました。 

平平成成２２２２年年度度ボボラランンテティィアア表表彰彰式式  

乗乗船船者者１１５５００万万人人達達成成！！  

  
 ◇天候  晴  ◇参加人数 ６６名 
 ◇展帆状態 ﾐｽﾞﾝﾏｽﾄ横帆を除く総帆  
 ｽｸｳｪｱﾔｰｽﾞ 
  
 ※総帆展帆⑧の結果は次号に掲載します。 
  
  
  
 ７月１９日、ボランティア表彰式を行いました。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
な貢献をされた方に対する表彰で、今年度は次の１２
名の方々が表彰されました。 

 
 
 
 ◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上） 
  ＃００６ 磯辺 富次 さん 
  ＃０１２ 伊東 可志郎 さん 
  ＃１１１ 宮越 謙三 さん 
  ＃１２４ 森田 恵子 さん 
 ◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上） 
  ＃０７８ 中屋  明 さん 
  ＃１１４ 湊  信雄 さん 
  ＃４０９ 高島 聖子 さん 
  ＃４１６ 吉田 勇一 さん 
  ＃４３５ 立野 節子 さん 
 ◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上） 
  ＃０９５ 日俣 修次 さん 
  ＃２０５ 丹羽 美恵子 さん 
 ＃５３０ 和田 耕一 さん 
 おめでとうございます！ 
  
  

青雲丸第一教室で  
  

◇天候 晴 ◇参加人数 ９２名（青雲丸乗組員、
実習生含む） 

 
 

◇展帆状態 総帆 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ４ﾎﾟｲﾝﾄ  
  
☆総帆展帆⑥  
 ８月２２日（日）の総帆展帆は晴天に恵まれま
したが、ボランティア参加者が少なかったためメ
イン、ミズンの横帆及びガフトップスルの展帆を
行いませんでした。参加ボランティアはもちろん、
見学された方々も残念そうでした。 

 
 
 
 
 

 試行として昼休みに２／Ｏのプレゼンテーショ
ン「海王丸の帆走性能」を第一教室で実施しまし
た。 

 
受賞者の皆さん 

 
  

 ◇天候 晴 ◇参加人数 ４７名 

◇展帆状態 ﾒｲﾝ、ﾐｽﾞﾝﾏｽﾄ横帆、ｶﾞﾌﾄｯﾌﾟｽﾙを除く総帆   ７月１７日（土）平成２年に一般公開を開始して以
来１５０万人目の乗船見学者を迎えました。記念すべ
き来船者となったのは新潟から家族でパークに遊びに

                   ｽｸｳｪｱﾔｰｽﾞ 

 



富富山山新新港港  新新湊湊ままつつりり開開催催！！  

新新規規ボボラランンテティィアア紹紹介介  きていた黒瀬 彩未（くろせ あやめ）さん（１０歳）
でした。 

 
 

黒瀬さんには岡邉キャプテンから表彰状と記念品とし
て海王丸クリスタルが贈呈されました。 

９月までに次の方々が仲間に加わりました。よろし
くお願いします。 

  
  金子 久雄（かねこ ひさお）さん ＃７１６ 
  丸山 友由（まるやま ともよし）さん ＃７１７ 
 ☆石黒 絵里香（いしぐろ えりか）さん ＃７１８ 
 ☆浦畑 清楓（うらはた さやか）さん ＃７１９ 
  
  ☆印は富山高等専門学校１年生！ 
  

ふふじじ丸丸入入港港    
  
  ９月１日に客船『ふじ丸』（日本チャータークルー

ズ）が、越中八尾「おわら風の盆」見学のため富山新
港に寄港（午後３時着岸、同１１時出港）しました。
海王丸はＵＷ２を掲揚して入港歓迎しました。 

 
 
 
  

練練習習船船青青雲雲丸丸寄寄港港！！  

８月８日（日）に海王丸パークで新湊祭りが開催さ
れ、たくさんの方で賑わいました。 

 
 

 海王丸では２１時まで夜間特別公開を実施し、乗船
した方々は船上から見る花火に感激していました。 

 
 

  
  
  
  
  
  
 

１１００月月～～１１２２月月のの行行事事予予定定  
 

  
  

練練習習船船海海王王丸丸寄寄港港！！    
  
  海王丸建造８０周年・一般公開２０周年及び射水市

制５周年を記念し、独立行政法人航海訓練所練習船海
王丸が寄港します。 

 
 
 ７月３０日から８月４日までの間、航海訓練所の練
習船青雲丸が富山新港新湊地区海王岸壁に寄港しまし
た。実習生は富山を含む全国の商船高専の学生たちで、
８月１日の総帆展帆にもたくさんの実習生が手伝いに
来てくれました。また当財団にも出向されていた熊田
キャプテン、阿部チョッサー、本間甲板長、古堅操舵
手、秋山甲板員、今村甲板員も元気な姿を見せてくれ
ました。 

 
寄港期間：１０月２９日（金）～１１月３日（祝・水） 
場    所：富山新港新湊地区海王岸壁 
イベント：入港歓迎式 １０月２９日 １１：００ころ 
     一般公開  １０月３０日 午前・午後 
     セイルドリル １０月３１日 午後 

（１３：００～１６：００） 
 

 富山を出港後、室蘭に向かわれました。引き続きの
ご安航をお祈りしております。 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



編編集集後後記記  

総総帆帆展展帆帆⑨⑨、、⑩⑩  
 
 
 
日時：⑨１０月１０日（日） 

⑩１０月３１日（日）新旧海王丸の同時展帆 
午前１０時～（受付は９時から） 

 
場所：更衣 日本海交流センター 研修室 
   集合 海王丸第一教室 

海海王王丸丸運運動動会会  ネネププチチュュニニアアーードド  

アアンンベベンンデディィンンググセセイイルル  

ボボラランンテティィアアのの集集いい  

 
※同封のはがきで出欠をお知らせください。 

 
 
 
 １０月３１日（日）今年度最後の総帆展帆昼休みに
海王丸運動会（ネプチュニアード）を実施します。各
マストごとに分かれ、日ごろの団結力を発揮し優勝目
指して頑張りましょう！ 
 
 
 
 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１年使用したセイルをマスト、ヤードか
ら下ろし、補修をして来年に備えます。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：１１月３日（祝・水） 

１１月４日（木） 
０８：３０～１７：００ころ 
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 
 

※同封のはがきで出欠をお知らせください。 
 
 
 
 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
ンティアを振り返り、また久しぶりに顔を合わせる方、
普段はマストが違って話す機会のなかった方とのご歓
談をお楽しみください。 
 
日時：１２月 ４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 
※自転車を含む車の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下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 季節は夏から秋へ移り変わろうとしています。深い
緑の木々たちも少しずつ燃えるような赤色に染まって
いきます。今年の夏は熱かったです…気温も然りです
が、ワールドカップ！日本代表の奮闘には全国民が勇
気付けられたのではないでしょうか？今まで諦めてい
たことにチャレンジしたり、すっかり止めてしまって
いたことを再開したり。秋はそういう絶好のシーズン
ですね。 
 さて、２年間という短い間でしたが、大変お世話に
なりました。またいつかどこかでお会いできることを
祈って…ごきげんよう！（も） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (財)伏木富山港・海王丸財団 

〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地
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ＵＲＬ http://www.kaiwomaru.jp 
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