
ＮＮＨＨＫＫ「「ここここははふふるるささとと旅旅すするるララジジオオ」」  

 鯉鯉鯉鯉のぼりのぼりのぼりのぼり掲揚式掲揚式掲揚式掲揚式・・・・花花花花のののの迷路開園式迷路開園式迷路開園式迷路開園式    

 ４４４４４４４４～～～～～～～～６６６６６６６６月月月月月月月月のののののののの行行行行行行行行事事事事事事事事結結結結結結結結果果果果果果果果  

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
☆総帆展帆② ５月５日（日・祝） 
 ４月の総帆展帆が中止となり、この日が今年度
最初の総帆展帆となりました。青空の下、ボラン
ティアの皆さんが冬の間溜めた力を大いに出し
切り、１年のスタートにふさわしい展帆となりま
した。また、「こどもの日」ということもあり、
満船飾と鯉のぼりも華を添え、いつにも増して賑
やかな海王丸を披露することが出来ました。 
◇天候 晴れ ◇参加人数 ７７名 
◇展帆状態 総帆 ポートタックスクエア 
 
☆総帆展帆③ ５月１９日（日） 
 この日、遂遂遂遂にににに総帆展帆通算総帆展帆通算総帆展帆通算総帆展帆通算２００２００２００２００回回回回をををを達成達成達成達成しましましましま
したしたしたした！！！！展帆後には参加ボランティア全員で記念
写真を撮影しました。見学者も大勢おり、展帆後
の乗船口には長い行列が出来るほどでした。 
これからも２５０回、３００回と、回を重ねてい
きたいですね。 
◇天候 くもりのち雨 ◇参加人数 ７９名 
◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ３ﾎﾟｲﾝﾄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆総帆展帆④ ６月２３日（日） 
 梅雨入り間もない頃でしたが、この日を狙った
かのように太陽が顔を覗かせ、清々しい天気の中
の展帆となりました。 
 各マストでは、ベテランのボランティアが、登
録間もないボランティアに作業を教える姿が多
く見られました。今後もこのチームワークで頑張
っていきましょう！ 
◇天候 晴れ ◇参加人数 ７６名 
◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ 

 
 
 

４月４日（木）、ＮＨＫラジオ「ここはふるさと旅
するラジオ」の公開生放送が海王丸パークで行われま
した。射水市の紹介の他、ボランティア有志によって
展帆の様子が披露されました。ラジオゆえ、海王丸の
勇姿はお届けできませんでしたが、富山県・射水市の
元気、そして海王丸の元気を全国へ発信することが出
来ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４月１２日（金）、鯉のぼり掲揚式と花の迷路開園
式が行われました。あいにくの空模様となりましたが、
地元の園児たちが元気に鯉のぼりを掲揚しました。そ
の後は花の迷路にも挑戦し、元気な声が響き渡りまし
た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です 
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 ４月１３日（土）・１４日（日）にボランティ
ア宿泊研修を実施しました。今年はベンディング
セイルと同時に実施しました。両日とも約３０名
のボランティアが参加し、帆の取り付け作業に携
わりながら、ギアの確認や登しょう訓練を行い、
有意義な時間を過ごすことができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ４月２０日（土）、海王丸船上で結婚式が行わ
れました。「恋人の聖地」認定後初の結婚式とな
りました。大舵輪前を式場とし、斎藤船長が司祭
者としてお二人の門出をお祝いしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ５月３日（金）～６日（月）、海王丸パーク恒
例の「ちびっ子天国」が開催されました。 
 毎年「こどもの日」前後に行われるちびっ子天
国ですが、今年は天候にも恵まれ、多くの方にご
来場頂きました。期間中はミニ展帆やカッター・
セイリング教室も行われ、多くのちびっ子に海や
船の魅力を伝えることができました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ４月から５月の計５回、富山高等専門学校国際
ビジネス学科４年生１５名が海王丸で授業を行
いました。海王丸の歴史や構造の講義から始まり、
登しょうや展帆の訓練など、実践的なものも行い
ました。富山県の誇る海王丸での授業に、学生の
皆さんは多くのことを学んでくれたようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今年も海洋教室の季節がやって参りました！ 

今年度１回目は５月１１日（土）、１２日（日）
に、射水市と長野県千曲市との交流事業として、
双方の児童が海王丸に宿泊しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
射水市と長野県千曲市は姉妹都市として提携

を結んでおり、「海のまち」と「山のまち」それ
ぞれの特色を生かした交流事業を行っています。 

１日目は天候に恵まれなかったものの、何とか
予定通りの内容を実施することが出来ました。 
 特に長野県千曲市の児童は海に親しむ機会が
少なく、今回の海洋教室を通じて海に興味を持っ
てくれたようです。また、１泊２日という短い時
間にもかかわらず、友だちがたくさん出来た様子
でした。 
 

 
にぎわいにぎわいにぎわいにぎわい推進員推進員推進員推進員    
川嶋川嶋川嶋川嶋    茂雄茂雄茂雄茂雄    

2012 年 4 月より海王丸パークに 1

年契約として勤務しましたが、3 か月

延長になった「「「「落第生落第生落第生落第生」」」」の長嶋 茂

雄と一字違いの川嶋 茂雄です

(*^^)v 

海王丸船上結婚式海王丸船上結婚式海王丸船上結婚式海王丸船上結婚式    

海海海海海海海海洋洋洋洋洋洋洋洋教教教教教教教教室室室室室室室室        ススススススススタタタタタタタターーーーーーーートトトトトトトト！！！！！！！！  

ちびっちびっちびっちびっ子天国子天国子天国子天国    



在職中は当財団職員のみなさま、展帆ボランティアの

みなさまを始め、多くのみなさまにお世話になり心よ

り御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

前職で様々なプロジェクトに関わり、またプロジェ

クトリーダーも数多くこなし、そのために「仕掛け

人：かわしま」と呼ばれ、仕事以外にも数々のプロジ

ェクトを行ってきました。 

「海王丸パーク」は「帆船海王丸」をシンボルとし

たテーマパークと基本的に考えておりました。「非日

常性と素晴らしロケーション、そして、夢と希望がふ

くらむ。」そのような形ができればさらに発展性はあ

ると思い、「恋人の聖地」をはじめとした数々の「仕

掛け」を行いました。これは、みなさまのご理解とご

協力が無ければ、成し遂げられなかったことです。こ

の様々な「仕掛け」をさらにみなさまの手で有効活用

して、さらなる発展を心より願う限りです。 

みなさまのご健勝と海王丸パークのさらなる発展

を願い、お別れの挨拶としたいと思います。みなさま、

本当にお世話になりました。心より御礼申し上げます。 

ありがとうございました。 

 
 

 ４～６月に３回の新規ボランティア養成訓練が実

施され、合わせて１５名の方が仲間に加わりました。

皆さんエネルギーに満ちあふれた方々ばかりです。こ

れからよろしくお願いします！ 

 

【平成２５年度 第１期生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（最前列右から）中原嶺太朗さん、亀谷芽生さん、田

島かい里さん、湊谷華奈さん、井黒航介さん、小西秀

佳さん、竹内めぐみさん （第２列右から）稲見拓人

さん、稲見柊人さん、田崎聡さん 

 

【平成２５年度 第２期生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中央右）杉原未華さん、（中央左）中道結実さん 

当日は、ボランティアの浦畑清楓さん（右端）、神田

侑希さん（左端）、岩城龍馬さん、川崎邦吉さんもお

手伝いに来てくれました！ 

【平成２５年度 第３期生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（前列右から）堀井直樹さん、川尻彩夏さん、新田敏

也さん 

当日は（後列右から）井黒航介さん、湊谷華奈さん、

田島かい里さんもお手伝いに来てくれました！ 

 

 

６月２２日（土）、第２回海王丸ボランティア活動
活性化会議を開催しました。今回は、前回策定した活
動活性化に向けた方策について、実施状況の確認と今
後の活動方針について話し合いました。今後も新たな
試みもして参りますので、皆様のご協力をお願いしま
す。 
 
 今回の会議では、以下の新たな提案がありました。 
 
①①①①海王丸海王丸海王丸海王丸パークフェスティバルでのボランティアパークフェスティバルでのボランティアパークフェスティバルでのボランティアパークフェスティバルでのボランティア活活活活

動動動動のののの紹介紹介紹介紹介    
 ７月１３～１５日（土～月・祝）に行われる海王丸
パークフェスティバルにて、海王丸ボランティアの活
動の紹介と新規申込者の受付をすることになりまし
た。 
 各日９時から１６時まで、海王丸前にテントを設営
し、ボランティアの皆様が来場者に活動のＰＲをする
ものです。 

各日各日各日各日３３３３名程度名程度名程度名程度のボランティアののボランティアののボランティアののボランティアの参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願いしまいしまいしまいしま
すすすす。。。。ごごごご協力頂協力頂協力頂協力頂けるけるけるける方方方方はははは、、、、二等航海士二等航海士二等航海士二等航海士までおまでおまでおまでお知知知知らせらせらせらせ下下下下
さいさいさいさい。。。。    

    
②②②②「「「「舵輪舵輪舵輪舵輪」」」」アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ事業事業事業事業    

今号で第１３４号になる「舵輪」を第１号から全て
揃え、展帆日などにボランティアが閲覧できるように
し、過去の出来事などをご覧頂くものです。しかし、
財団には１３号から前のものが残っていません。もし
お持ちの方がいらっしゃれば、財団までお持ち下さい。
複写したものを記録として残し、皆様にご覧頂けるよ
うにします。原本は返却します。 

 
③③③③「「「「船内案内講習船内案内講習船内案内講習船内案内講習」」」」のののの開催開催開催開催    
 甲板ボランティアとして、船内案内をされる方が増
えています。その一方、「見学者からの質問に答える
ことができない」、「見学者の安全対策について不安
がある」など、さまざまな声も聞こえています。 

今後、海事課職員による「船内案内講習」を実施し
ていきます。日時については、海事課までお問い合わ

新新新新新新新新規規規規規規規規ボボボボボボボボラララララララランンンンンンンンテテテテテテテティィィィィィィィアアアアアアアア紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介  
第第第第第第第第２２２２２２２２回回回回回回回回海海海海海海海海王王王王王王王王丸丸丸丸丸丸丸丸ボボボボボボボボラララララララランンンンンンンンテテテテテテテティィィィィィィィアアアアアアアア活活活活活活活活動動動動動動動動活活活活活活活活性性性性性性性性化化化化化化化化会会会会会会会会議議議議議議議議  



新新新新新新新新規規規規規規規規ボボボボボボボボラララララララランンンンンンンンテテテテテテテティィィィィィィィアアアアアアアア養養養養養養養養成成成成成成成成訓訓訓訓訓訓訓訓練練練練練練練練のののののののの参参参参参参参参加加加加加加加加ににににににににつつつつつつつついいいいいいいいてててててててて  

ああああああああととととととととががががががががきききききききき   

日時日時日時日時：：：：平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年１１１１１１１１月月月月２３２３２３２３日日日日（（（（土土土土・・・・祝祝祝祝））））    

            １８１８１８１８時時時時～～～～１９１９１９１９時時時時３０３０３０３０分分分分    

会場会場会場会場：：：：ホテルニューオータニホテルニューオータニホテルニューオータニホテルニューオータニ高岡高岡高岡高岡    

            富山県高岡市新横町富山県高岡市新横町富山県高岡市新横町富山県高岡市新横町１１１１番地番地番地番地    

※※※※例年例年例年例年とととと時期時期時期時期がががが若干若干若干若干異異異異なりますなりますなりますなります。。。。ごごごご注意下注意下注意下注意下さいさいさいさい。。。。    

平平平平平平平平成成成成成成成成２２２２２２２２５５５５５５５５年年年年年年年年度度度度度度度度ボボボボボボボボラララララララランンンンンンンンテテテテテテテティィィィィィィィアアアアアアアアのののののののの集集集集集集集集いいいいいいいい   

せ下さい。 
また、質問などはいつでも受け付けておりますので、

お気軽に海事課までご連絡下さい。 

 

④④④④海洋教室海洋教室海洋教室海洋教室でのでのでのでの甲板甲板甲板甲板ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの参加参加参加参加    

 海洋教室での指導補助についても、甲板ボランティ

アとして参加できないかという意見がありました。 

参加参加参加参加をごをごをごをご希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方はははは、、、、事前事前事前事前にににに海事課海事課海事課海事課までごまでごまでごまでご連連連連

絡下絡下絡下絡下さいさいさいさい。。。。なおなおなおなお、、、、海洋教室海洋教室海洋教室海洋教室でのでのでのでの宿泊宿泊宿泊宿泊やややや食事食事食事食事はははは提供提供提供提供でででで

きませんのできませんのできませんのできませんので、、、、ごごごご了承下了承下了承下了承下さいさいさいさい。。。。日中日中日中日中のみののみののみののみの参加参加参加参加となとなとなとな

りますりますりますります。。。。    

    

⑤⑤⑤⑤「「「「富山県民富山県民富山県民富山県民ボランティア・ボランティア・ボランティア・ボランティア・NPONPONPONPO 大会大会大会大会」」」」へのへのへのへの参加参加参加参加    

 １０月１９日（土）、富山県内のボランティア団体

や NPO 団体による活動の紹介や体験ができる催し

が富山市で開催されます。 

 海王丸のことをもっと皆さんに紹介する機会と捉

え、当財団も参加します！一緒にこの催しを盛り上げ

てくださる方は、返信ハガキにてご連絡下さい。 

 

 日時日時日時日時：：：：１０１０１０１０月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））１０１０１０１０時時時時～～～～１６１６１６１６時時時時    

    会場会場会場会場：：：：総曲輪総曲輪総曲輪総曲輪グランドプラザグランドプラザグランドプラザグランドプラザ（（（（富山市富山市富山市富山市））））    

    内容内容内容内容：：：：海王丸海王丸海王丸海王丸ボランティアによるボランティアによるボランティアによるボランティアによる総帆展帆総帆展帆総帆展帆総帆展帆などのなどのなどのなどの

活動活動活動活動のののの紹介紹介紹介紹介・・・・パネルパネルパネルパネル写真展示写真展示写真展示写真展示    

                ボランティアボランティアボランティアボランティア登録登録登録登録にににに関関関関するするするする相談会相談会相談会相談会    

    

 

 

 海事課に、「操帆の技術や知識に不安があるので、

新規ボランティア養成訓練をもう一度受講したい。」

という要望がありました。技術の向上はもとより、新

規ボランティアの皆さんとの親睦も図られることか

ら、今後の新規ボランティア養成訓練にもボランティ

アの参加を呼びかけていきます。 

 今後の新規ボランティア養成訓練の日程は次の通

りです。 

 

７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日・・・・２１２１２１２１日日日日（（（（土土土土・・・・日日日日））））    

８８８８月月月月２１２１２１２１日日日日・・・・２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水・・・・木木木木））））    

９９９９月月月月    ７７７７日日日日・・・・    ８８８８日日日日（（（（土土土土・・・・日日日日））））    

１０１０１０１０月月月月    ５５５５日日日日・・・・    ６６６６日日日日（（（（土土土土・・・・日日日日））））    

※※※※いずれもいずれもいずれもいずれも、、、、１１１１日目日目日目日目はははは１３１３１３１３時時時時、、、、２２２２日目日目日目日目はははは９９９９時開始時開始時開始時開始ですですですです。。。。    

※※※※昼食昼食昼食昼食やややや飲料飲料飲料飲料はははは各自各自各自各自でごでごでごでご用意下用意下用意下用意下さいさいさいさい。。。。    

※※※※参加参加参加参加されるされるされるされる場合場合場合場合はははは、、、、前前前前もってもってもってもって海事課海事課海事課海事課へおへおへおへお知知知知らせらせらせらせ下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

 

 

７月１３日～１５日 

（土～月） 

海王丸パークフェスティバル 

１３日：カッターセイリング教室 

１４日：ミニ展帆 

１５日：総帆展帆⑤ 満船飾 

登しょう礼 

１２時～ 

汽笛吹鳴・ボランティア

表彰    

７月２８日（日） 
総帆展帆⑥ 

花火大会（夜間公開） 

８月４日（日） 総帆展帆⑦ 

８月１２日（月） 臨時公開・ミニ展帆 

８月２５日（日） 総帆展帆⑧ 

９月２１日～２３日 

（土～月・祝） 

秋のファミリーフェスティバル 

２１日：ミニ展帆 

２２日：カッターセイリング教室 

２３日：総帆展帆⑨ 

９月２９日（日） 
海王丸ロードレース 

ミニ展帆 

１０月１４日（月・祝） ミニ展帆 

１０月１９日（土） 富山県民ボランティア・NPO大会 

１０月２０日（日） 総帆展帆⑩ 

※都合により、日時の変更又は中止となる場合があり
ます。 

 
 
 ボランティアの皆さんの１年間の活躍を労う「平成
２５年度ボランティアの集い」について、日時及び会
場が決定しました。詳細については、次号にてお知ら
せいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １０月に着任してから雨が続いた総帆展帆。「二等
航海士って雨男？」と疑われつつも迎えた５月は、連
続して総帆を展帆することができてほっとしていま
す。 
これからは汚名を返上すべく、天にお祈りしておきま
す。（す）

 

公益財団法人 伏木富山港・海王丸財団 

〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地 

ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１ 

ＦＡＸ ０７６６－８２－５１９７ 

ＵＲＬ http://www.kaiwomaru.jp 
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