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(財)伏木富山港・海王丸財団 

 

 

 

 
 
 
    
 
                                        

常務理事常務理事常務理事常務理事（（（（船長船長船長船長））））    
    岡邉岡邉岡邉岡邉    光邦光邦光邦光邦    
    
    

３年間という、これまでの方

たちに比べ短い期間となりま

すが３月末日付けで退任いた

します。幸い大過なく職務遂 

行はできたと思っていますが、それは財団職員、海王

丸ボランティアの皆さまや関係する方々からの温かい

御支援の賜物と感謝いたしております。ありがとうご

ざいました。 

 私はこの海王丸にかつて、二等航海士及び新参の一

等航海士として乗船勤務、一番「体が動く」ころであ

り、本船運航を通じて、その後役に立つ多くの事を学

びました。特に後者の時は、新海王丸への引き継ぐ現

役最終航海として思い出深いものになりました。ある

意味の我が師ともいえる「海の貴婦人」が第二の人生

として現在の活動を続けているわけですが、そのお手

伝いを少しでもできたことは幸いと感じています。 

帆船海王丸及び同パークは今や、富山県や射水市、

さらには日本海側の顔として全国的に認知されていま

す。立山連峰を背景の総帆展帆は見学者に感動を与え、

海洋教室では子供たちの夢を広げ、天を指すマストは

乗船者を圧倒します。倍旧の御発展を願って止みませ

ん。昨年バレンタインデイに傘寿を迎え、当地で既に

２０余年となり、強健な麗人も身体はお疲れ気味で、

検査入院が必要な時期にきているのも事実です。ぜひ

市民・県民をあげて、いたわりながら大事に保存・活

用していただきたいものです。 

最後に、みなさまの御健勝を心からお祈りいたしま

す。 

 

                                    業務技師業務技師業務技師業務技師    
濱岡濱岡濱岡濱岡    政利政利政利政利    

                                        
                                        
 

                                    私事、この３月で海王丸財

団を退職致します。平成１５

年 ３ 月３ １ 日に 富山に 来た

時、５年程海王丸に恩返しが 

 

出来ればと思っていましたが、いつの間にか丸８

年となりました。 

自分の元気な間に次の人にバトンタッチができ、

ホッとした気持ちもある一方で、少し淋しい気持

ちもあります。 

思えば、寒さの苦手な私が最初の冬、雪が降り

景色が一変、美しく感激しましたが、海王丸に出

勤して初めての除雪作業が次の日の筋肉痛になる

とは・・・・。でも、楽しい思い出です。 

富山、石川、福井、長野の温泉に行き、また、

生まれて初めてのスキーも皆の協力のお陰でなん

とか滑る事が出来るようになり、冬季の過ごし方

も覚えました。 

四国の方へ帰りましたなら、少しの間ゆっくり

休み、その後体を動かす何かを考えないと、とは

思っていますが・・・・。 

総務課、海事課、ボランティアの皆々様には、

公私共にご支援頂き誠にありがとうございました。

海王丸財団の御発展と皆々様のご健康をお祈り致

します。 

 

 

 

                                        
海事課海事課海事課海事課    技術員技術員技術員技術員    

    小川小川小川小川    泉泉泉泉    
                                        
                                     

 

3月31日をもって海王丸

財団を退職、航海訓練所に復
帰することとなりました。 

2年前の4月、不安と期待
を胸に就任し、すぐに総帆展帆、海洋教室を行い

ました。 

年間10回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と愛情を感じるこ

とができました。 

海洋教室では、十人十色の子供たちをまとめる

ことが、大変苦労しました。 

 富山での日々は、雄大な立山、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、魚に感動しました。 

 最後になりますが、皆さまのご健康と今後の

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。    

舵輪は(財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です 
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                                        早いもので、あっという間の

三年間でした。九年ぶりの財団

勤務でしたが、懐かしい顔ぶれ

の方々にお会いでき、又お元気 

だったのは喜ばしい事でした。富山県には、いろんな

縁があり、前回は二年半の勤務でした。それから新海

王丸の座礁のときは、半年間の富山勤務、今回は三年

間の勤務をさせていただきました。勤務だけでも約六

年間も富山県に住んでいますし、妻の実家も富山市内

ということもあり、第二の故郷と思っております。 

又何時も思う事ですが、毎日雄大な立山連峰や海、

海王丸を官舎から見ながら生活ができとても幸せでし

た。仲間にも恵まれ、楽しく仕事をする事も出来まし

た。 

私生活でも次男が誕生しまして、船に乗っていては

なかなか経験出来ない体験も出来ましたし、子供達の

日々の成長を直に感じながら生活する事が出来ました。 

趣味のいろんな友達もでき、とても充実した有意義な

三年間を送る事が出来ました。 

ボランティアの方々、関係各所の方々には、温

かく接して頂き本当にありがとうございました。

皆様もお元気で！！    

 

 

 

 

 

２月１３日（日）海王丸８１回目の進水記念を祝い、

進水記念イベントが行われました。岡邉船長による海

王丸の話、ハーピスト 川村 文乃さんによるハープ演
奏や海事課職員案内による非公開区域の特別見学も行

われ、たくさんの方が普段入ることのできない機関室

やセイルロッカーなど興味深そうに見学しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハーピスト 川村 文乃さんのハープ演奏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡邉船長の『海王丸トリビア』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開区域の特別公開（作業場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開区域の特別公開（機関室） 

 

 

 

 

 ３月５日、６日に海王丸のすべてのセイルを取り付

けるベンディングセイルを行いました。奇跡的（？）
に雨にもほとんど降られることなく実施できました。

ボランティアの皆さんにもお手伝いいただきました。

ありがとうございました。展帆準備、整いました。 
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 ２月１４日から３月１１日までの間、船内の一般公
開を休止して、電路改装や帆走艤装等の工事整備を実

施しました。 

  

 

 

 

２月４日（金）富山高等専門学校の商船学科３年

生４２名が海王丸で実習を行い、帆走艤装、船体構
造、機関室の見学をしました。また、富山高専の提
携校のカウアイコミュニティー大学の学長をはじめ
とする視察団による海王丸の見学も実施されました。

後日富山高専で、見学で学んだ内容についての研究
発表会が実施されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ボランティア宿泊研修を次の予定で行います。 

一年間の活動を無事故で行うために、登檣・操帆の再
訓練を行います。ベテランの方も久しぶりに参加の方

も基本動作から確認します。返信はがきにてお知らせ

ください。宿泊されない方はその旨お知らせください。 

 

日時：  平成２３年４月１６日、１７日（土、日） 

         １泊２日・２食（夕・朝食） 

     ４/１６ １３時から 

４/１７ １１時３０分まで 

参加費： １５００円（食費等） 

集合場所：海王丸第一教室 

内容：  登檣訓練、操帆作業、甲板作業、懇談会 

 

※注意 

宿泊参加申込みをされた方には、自動的に食事の手配
をいたします。申込み後に都合が悪くキャンセルされ

る場合には、ご連絡願います。連絡なくキャンセルさ

れた方には、食事代金をお支払いいただきます。ご了
承ください。 

 

 

 

 いよいよ平成２３年度の総帆展帆の始まりです。 

たくさんの皆さんのお越しをお待ちしています。 

 

日時：①平成２３年 ４月２４日（日） 

   ②      ５月 ４日（祝） 

   ③      ６月 ５日（日） 

   １０：００～（０９：００受付開始） 

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 

 

 

 

 ４月１５日（金）地元幼稚園児とともに海王丸パー

クに鯉のぼりを掲げます。合わせて花の迷路も開園し

ます。 

 

日時：平成２３年 ４月１５日（金） 

場所：海王丸パーク内イベント広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昨年の様子 

 

 

 

 ☆海王丸ボランティアになってみませんか？☆ 

 総帆展帆ではマストに登り、ロープを引いて、セイ

ルを広げて爽快な気分を、各種作業（セイル縫いなど）
では海王丸の歴史の一部になることができます。また

様々なイベントを通じ、色々な人たちと出会い、交流
することができます。海王丸という船を通じ、自分の

世界を広げましょう！ 

 次の予定で新規養成訓練を行います。 

 

第１回： ４月 ９、１０日（土、日） 

第２回： ５月２１，２２日（土、日） 

※参加にはお申込みが必要です。当財団海事課までお

問い合わせください。 
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ゴールデンウィークに合わせて“ちびっ子天国”が

海王丸パーク内で行われます。家族で楽しめるミニ遊
園地やフリーマーケットを予定しています。 

 

期間：平成２３年５月３日（祝）～５月５日（祝） 

 

３日はカッター・セイリング教室、４日は総帆展帆、

５日は縦帆ミニ展帆を実施します。 

 

 

 

 

 海に漕ぎ出し、爽やかな風とセイリングを楽しんで

見ませんか？ 

 

日時：平成２３年 ５月 ３日（祝） 

          

   午前    ０９：００～１１：５０ 

   午後    １３：００～１５：５０ 

 

＊参加は、事前申込みか当日参加も可能です。 

 

 

 

 

 

  

富山高専商船学科で海王丸ボランティアの、沢田 耀
一郎さん、齋藤 航大さん、石黒 絵里香さん、浦畑 清
楓さんが『帆船実習の必要性～初代「海王丸」 

80歳を記念して～』という論文で、昨年に引き続き今

年も、日本海事広報協会主催の２０１０年度ジュニア

マリン賞の優秀賞を受賞しました。おめでとうござい

ます！ 

 

 

 

 

 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。 

  ４月４日（月）～１５日（金） 

 

 

 

平成23年度総帆展帆の実施予定日に誤りがありま

した。正しい予定は次のとおりです。 

①  ４月２４日（日） 

②  ５月 ４日（祝） ちびっ子天国（5/３～5） 

③  ６月 ５日（日）  

④  ６月２６日（日）  

⑤   ７月１８日（祝） ﾊﾟｰｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（7/1６～1８） 
⑥  ７月３１日（日）  新湊まつり花火・夜間公開 

⑦  ８月２８日（日） 

 

⑧  ９月１８日（日）  秋のﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 
(9/1７～１９） 

⑨ １０月 ９日（日） 巨大フリーマーケット 

                 

⑩ １１月 ３日（祝）  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雪がとけて、私の大好きな季節が訪れました。覚悟
はしていたものの、大雪には驚かされました。 

 現在海王丸では、海王丸をたくさんの人達に知って

もらうため、様々な計画を実行しています。今度海王

丸に乗船するときには、きっと新しく生まれ変わった

海王丸をお見せすることができると思います。皆さん

にお会いできる日を楽しみにしています。（ヨシ丸） 

 

＊海王丸のマスコットキャラクターを新しく考案しま

した。ネコのキャラクターです。実はネコと船は深い

関係があります。 

 

 

(財)伏木富山港・海王丸財団 
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4/16の再訓練時に、下記のテーマでミーティ

ングを行おうと思っています。皆さんにも意見

を出していただきたいので、是非考えてみてく

ださい。 

   ☆テーマ 

  ① 新規ボランティアの獲得について 

  ② ボランティア離れについて 

  ③ ボランティア活動の安全について 

 


