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舵輪は(財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
退任の挨拶
海事課主任 吉田 英亮

7 月 31 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
一言挨拶を申しあげます。
昨年の 10 月、期待と不安を胸
に赴任しました。人見知りの性
格も手伝って、最初はなかなか慣れることができません
でした。そんな中、個性豊かなメンバーに助けられ、最
後には海王丸を大好きになりました。
財団勤務中、色んなことにチャレンジさせていただきま
した。私が出したアイディアの為に作業を増やしてしま
ったにもかかわらず、嫌な顔一つせず作業をしてくれた
海王丸のメンバーには感謝してもしきれません。
おかげ様で海王丸をリニューアルすることができ、海王
丸の船上では、以前よりお客さんの笑い声や会話が増え
ました。
最後になりますが、10 ヶ月という短い時間でしたが、
財団職員を始め、多くの方々に支えていただき、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。

着任の挨拶
海事課主任 松島 功記

７月～９月の行事結果
平成 23 年度ボランティア表彰
7 月 18 日（月）
、海
、海の日に平成 23 年度ボ
年度ボランティア
表彰が
が行われました。
表彰
われました。今年度は
今年度は海王丸に
海王丸に多大な
多大な貢献を
貢献を
頂いた 12 名の方を表彰させていただきました
表彰させていただきました。
させていただきました。受賞
者は以下の
以下の通りです。
りです。
☆海王シルバー
海王シルバー賞
シルバー賞（総帆展帆参加 150 回以上）
回以上）
♯265 金森 進 さん
☆海王賞（
海王賞（甲板ボランティア
甲板ボランティア参加
時間以上）
ボランティア参加 500 時間以上）
♯647 清水 等 さん
☆海王賞（
海王賞（総帆展帆参加 100 回以上）
回以上）
♯116 水野 洋子 さん
♯194 佐藤 伸夫 さん
♯276 山谷 實 さん
♯280 釣 哲雄 さん
♯434 白井 孝雄 さん
♯441 飯沼 邦子 さん
☆紺青賞（
紺青賞（甲板ボランティア参加
ボランティア参加 200 時間以上）
時間以上）
♯675 出倉 佑樹 さん
☆紺青賞（
紺青賞（総帆展帆参加 50 回以上）
回以上）
♯418 高木 昌彦
♯518 樋爪 昭時
♯559 長久 昇

この度８月１日付で海事課
受賞者の
受賞者の皆さん本当
さん本当にありがとうございます
本当にありがとうございます！！
にありがとうございます！！
主任として着任いたしました。
授賞式の
授賞式の様子
松島功記（まつしまこうき）
です。生まれも育ちも大阪府
で、実はこれまで富山県には
足を踏み入れたことすらあり
ませんでした。また、学生の時も航海士としても海王
丸には縁がなく、帆船は日本丸ばかりの配乗でした。
というわけで何もかもが初めてづくしの中で戸惑いも
ありますが、それ以上に美しい富山の自然や８１歳と
いう船齢にもかかわらず、依然美しく威容を誇ってい
る海王丸に驚き、感動しております。若輩者ではござ
いますが、この美しい町と船のために全力を尽くす所
存です。どうぞ宜しくお願いいたします。

総帆展帆⑤、⑥、⑦、⑧
☆総帆展帆⑤
７月１８日（月）は海の日の総帆展帆でした。風や
天候にも恵まれ、今年度初めて総帆を開くことができ
ました。気温３０℃を超える中、ボランティアの皆さ
んありがとうございました！総帆展帆に加えて登しょ
う礼まで見られて、パークを訪れたお客さん達も大満
足のようでした。
登しょう礼に関しては、練習日に来られなかったた
め、残念ながら参加できなかった。という声も多く聞
かれました。今後の課題として検討していきたいと思
います。
◇天候 曇
◇展帆状態

総帆展帆⑥
総帆展帆⑥

◇参加人数 ８６名
総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ

☆総帆展帆⑦
８月２８日（日）残暑の残る曇り空でした。この日
は残念ながら展帆ボランティアさんの参加人数が十分
でなく、横帆7枚、縦帆２枚の計９枚しか展帆すること
ができませんでした。参加いただいた方は人数が少な
い中の作業、お疲れさまでした。今回残念ながら不参
加だった皆さん、参加お待ちしております。
◇天候 晴れ
◇参加人数 ４８名
◇展帆状態
９枚 ｲﾝﾅｰｼﾞﾌﾞ ｼﾞｶﾞｰｽﾃｲｽﾙ
各ﾏｽﾄ ｱｯﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ ﾛｱｰﾄｯﾌﾟ
ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ 2ﾎﾟｲﾝﾄ
総帆展帆⑤
総帆展帆⑤

登檣礼

総帆展帆⑦
総帆展帆⑦

☆総帆展帆⑥
７月３１日（日）は不安定な夏空の下で展帆を行う
こととなりました。朝からの断続的な雨の影響を考え、
残念ながら大幅に減帆せざるをえませんでした。
不安定な天候にもかかわらず参加いただいたボラン
ティアの方々には感謝です。

☆総帆展帆⑧
9月１８日（日）パークでは秋のファミリーフェステ
ィバルが催されており、大観衆の前での展帆となりま
した。最高気温３３℃と過酷な環境下での作業でした
が、無事総帆を展帆することが出来ました。観衆も大
満足の様子でした。次回も総帆を展帆できるよう参加
お願いします！

◇天候 曇
◇展帆状態

◇天候 晴れ
◇参加人数 ７４名
◇展帆状態
総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ 2ﾎﾟｲﾝﾄ

◇参加人数 ５７名
９枚 ｲﾝﾅｰｼﾞﾌﾞ ｼﾞｶﾞｰｽﾃｲｽﾙ
各ﾏｽﾄ ｱｯﾊﾟｰﾄｯﾌﾟ ﾛｱｰﾄｯﾌﾟ
ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ

ﾌｫｰｽﾙ

（左：柴田さん
柴田さん、
さん、右：野崎さん
野崎さん）
さん）

総帆展帆⑧
総帆展帆⑧

新ボランティア紹介！
９月から次のお二人が仲間に加わりました。そこで、
簡単に自己紹介をいただきましたので紹介します。宜
しくお願いします！！（写真はメインマストロイヤル
バックシュラウドからの素敵な笑顔です。）
①出身
②趣味
③新規養成訓練の感想
④ひとこと

柴田 俊輔 さん
①富山市
②マウンテンバイク
サーフィン
③「訓練」と聞いていたので、
かなり身構えていたのですが大
変楽しく受けさせていただきま
した。普段の生活ではありえない
高さでの作業だったため、最初は緊張感との戦いでし
たが、乗組員のみなさんのサポートで安心して技術を
身につけることが出来ました。
④よろしくお願いします！！

海洋教室
７月～９月の間は海洋教室が大盛況でした。この
間に小学校や児童クラブなど１４団体、８３２名が
宿泊海洋教室にやってきました。なかなか天候に恵
まれないことも多かったですが、アンケートを読む
と概ね皆さんに満足していただけたようです。参加
者の中から未来の海王丸ボランティアや日本の海運
を担う船員が生まれればと思い、指導にも熱が入り
ました。これからも、より良い海洋教室を目指して
努力していきます。

みちのく丸寄港
８/１２～８/１３の２日間、海王岸壁に「みちのく
丸」が寄港しました。みちのく丸は17世紀頃に活躍し
た北前船を当時そのままの姿に復元したもので、独特
な形の帆を使ってもちろん自走することができます。
寄港中は様々なイベントが催され、海王丸パークも大
盛況でした。
12日の展帆航行には海王丸ボランティアから6名の
方が参加されました。お疲れさまでした！
海王丸とみちのく
海王丸とみちのく丸
とみちのく丸

野崎 ひとみ さん
①富山市
②ビジュアル系のLIVE参戦
③高いところが好きというか
平気のつもりでしたが、甘い考え
でした。体力的にも精神的にも、
もっと力をつけなくてはと思い
ながらの訓練でした。恐怖心が、
１０月～１２月の行事予定
なかなか克服できず、2日目は顔がひきつっていたの
が自分でも分かりました。
新規養成訓練
④これから、一員として参加させて頂きますが、まだ
10月1日、2日には展帆ボランティアの新規養成訓
まだ名称など覚えられていないので、皆様にご迷惑か
ける事もあるかとは思いますが、宜しくお願いします。 練が行われます。新しいメンバーは次号で紹介します
のでお楽しみに！！

総帆展帆⑨、⑩
今年度の総帆展帆も残すところ後2回です。是非ご参
加下さい！総帆展帆⑩の昼休みには例年通り運動会も
開催します。
総帆展帆⑨：10月9日（日）
総帆展帆⑩：11月3日（木）文化の日
両日ともいつも通り、午前9時～10時の間に日本海交
流センター前で受付を行います。
※参加の可否を同封の返信はがきでお知らせ下さい。

ボランティアの集い
今年も1年間の感謝の気持ちを込めて、「ボランテ
ィアの集い」を開催させていただきます。今年1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や違うマストの方ともご歓談を
お楽しみください。
12月3日（土）
午後6時30分～午後8時30分
（受付は午後6時開始）
会場： 小杉社会福祉会館3階
（ＪＲ小杉駅から徒歩5分）
住所： 射水市戸破４２００－１１
電話： ０７６６－５５－１８８１
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
をご利用下さい。
※参加の可否を同封の返信はがきでお知らせ下さい。

アンベンディングセイル
１１月５日（土）、６日（日）でアンベンディング
セイル（セイルの取り外し作業）を行います。作業に
参加いただけるボランティアの方は同封のハガキでご
連絡下さい。
海王丸の修繕について
既に新聞等で報道されましたが、来年度の冬に海王
丸を造船所に入れて外板取換えや内部骨材の補強工事
を実施する予定です。出資者である富山県、射水市と
協議しながら、今後、予算額や修理内容を詰めていき
ます。建造から 81 年、前回平成 9 年のドック工事か
ら 14 年が経ち、海王丸パークでは修理できない箇所
が増えており、今後も「生きた帆船」として末永く活
用するためには必要不可欠な工事です。
総帆展帆や海洋教室などの事業は通常年なみに実施予
定ですので、皆さまご安心ください。応援よろしくお
願いいたします

日時：

ボランティア掲示板
＜投稿記事大募集＞
投稿記事大募集＞
「舵輪」では皆さんからの投稿記事を募集し
ています。海王丸にまつわる逸話・日常で出会
ったちょっとイイ話・豆知識などなどなんでも
結構です。投稿方法もハガキ・封書・ＦＡＸ・
メール何でも来いです。
どしどしご投稿下
どしどしご投稿下さい
投稿下さい！！！
さい！！！

会場

あとがき
初めての舵輪編集ということで、紙面をまとめるの
にも一苦労でした。楽しんでいただけたでしょうか？
皆さんに大切な情報を伝えつつ、楽しい紙面づくり
を目指していこうと思います。ご意見等ございました
らどんどんお寄せください。（松）
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