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平成１４年１１月 発行

（財）伏木富山港・海王丸財団
TEL 0766-82-5181
FAX 0766-82-5197

第８０号

９・１０・１１月の行事について

９月から１１月にかけての総帆展帆

９月８日・１０月６日は比較的スムーズ
に展帆作業が行われ，多くの見学者にその
美しい海王丸の姿を披露することができま
した。１０月２０日は，あいにくの天気の
中，７２名のボランティアでセイル７枚を
展帆，１１月３日は雨天により展帆は中止
となりました。

今年は総計９回，通算１１６回総帆展帆
行われましたが，大きな怪我・事故なく無
事終了することができました。これも皆様
の日頃のアンサーバック・安全確認のご協
力によるものと思っています。

今年の精勤賞受賞者は展帆に７回以上参
加された方々に送られます。受賞者は５２
名です。詳しくは「お知らせ」のコーナー
で紹介します。

精勤賞受賞の有無にかかわらず，総帆展
帆に参加された皆様お疲れさまでした。来
年度４月の総帆展帆に向けてしっかり休養
し，体調を整えておきましょう。

展帆データ

９月 ８日（日）
◆天候：曇→晴◆参加人数：８１名◆展帆
状態：スターボードタック２ポイントヤー
ズ総帆

１０月 ６日（日）
◆天候：曇→晴◆参加人数：６５名◆展帆
状態：スターボードタックスクエアーヤー
ズ総帆

１０月２０日（日）（通算１１６回目）
◆天候：曇◆参加人数：７２名◆展帆状態
：スターボードタック２ポイントヤーズ・
インナージブを含む下段ステイスル、ロア
ートップセイルの計７枚展帆

１１月 ３日（日）

雨天のため展帆作業中止。午前中ロバン

ド作製作業実施。 （参加者２７名）

１０月２０日海王丸訪問団体について

１０月２０日，昭和２２年４月から２３
年３月まで海王丸実習生として乗船してい
た方々で集う「檣友会（しょうゆうかい）」
の団体２８名が，訪船しました。
戦後間もない頃，船乗りを目指す実習生

は航海技術の習得の傍ら戦後の引き上げ輸
送にも従事していました。「檣友会」の方
々は実習航海の時，主に旧満州国の引き上
げ輸送に従事していたそうです。

メンバーは，展帆終了後，フォクスルデ
ッキで海王丸船歌「海王健児」，檣友会の
歌「紺碧の海，忘るまじ」２曲を合唱，そ
の後懐かしの船内を見学しました。

アンベンディングについて

１１月５日・６日アンベンディングを予
定していましたが，天候の状況が良くなか
ったため，１１月７日予定を変更して作業
が行われました。ボランティアは１１名が
参加，アンベンディング作業は穏やかな天
気の中，事故もなくスムーズに行われまし
た。
１日で全てのセイルの取り外しを終え，

本年度の展帆活動は終了しました。
アンベンディングが終了したらシュラウ

ド・ステイなどへタールを塗るブラックダ
ウンを行い，その後マストおよびヤードの
塗装を行います。１２月には化粧直しをし
た美しい海王丸を見ることができると思い
ます。

退任・着任の挨拶

熊田 C/O 退任の挨拶

海事課長 熊田 公信

平成１２年４月，この富山の地に赴任し
て早いもので２年６か月の月日が流れよう
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としています。
この間，ボランティアの皆様を始め，多

くの皆様に支えられて海王丸での任期を終
えることができました。

思えば３年前の４月，赴任初日の朝，「海
王丸」は実習生時代，サードの時代と変わ
らない姿で私を迎えてくれたのを昨日の様
に覚えています。「海王丸」は真に船乗り
としてのシーマンシップを教えてくれた船
であり，母と同じ存在でした。

２年半の間，この母なる船に対して，少
しでも恩返しが出来れば・・・と言う気持
ちで毎日，船に向いました。昨年９月ウェ
ルデッキの木甲板を張り替えた際も，学生
時代磨いた木甲板が剥がれ，新しいチーク
材の木甲板が張られていくのを見ていて，
寂しくもあり，また感慨無量でもあったこ
とが思い出されます。

実習生時代，いつもみんなで合い言葉の
ように交わしていた言葉「質実剛健 海王
丸 万歳！！」この気持ちは今でも私の中
に常に残っています。

本当にたくさんの想い出が詰まった船で
あり，これからも是非，いつまでも今のま
まの変わらぬ姿であってほしいと願ってお
ります。

そして，この在任中，ボランティアの皆
様を始め，いろいろな方々とのふれ合いを
通し，２年半過ごしたこの富山県，新湊の
地は私にとっての第２の「My Home Town」
となりました。

どうぞ，これからも「海王丸」を後世に
残るよう，皆様のお力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。

最後に，本当に・・・本当にありがとう
ございました。

また，いつかどこかで皆様にお会いでき
る日を楽しみにしております。

ごきげんよう・・・。

市川 C/O 着任挨拶

市川 義文

１０月１日に、前任熊田一等航海士の交
代で着任しました。

当財団海王丸には平成９年４月から平成
１１年３月までの２年間、次席一等航海士
として在籍し、お世話になりました。今回
は財団職員として初めて２回目の勤務とな
ります。以前にお世話になった皆様には前
回同様、また今回初めてお世話になる皆様
には前任者同様よろしくお願いいたしま
す。

前回富山県を離れてからは練習船銀河丸
に９ヶ月、横浜の航海訓練所陸上職員とし
て１年３ヶ月、練習船北斗丸に１年、その
後本年９月までの半年は練習船青雲丸に次
席一等航海士として乗船勤務しておりまし

た。個人的には最近一つの場所にじっくり
腰を据えて取り組むことがなかなか難しく
感じておりますが、与えられた環境の中で
精一杯頑張りたいと考えます。また、以前
にお世話になったことがあるとはいえ、立
場が異なれば、職務内容や責任の重さが違
いますので、初心に戻って業務に当たって
いきたいと思っております。
赴任当日から早速宿泊海洋教室を行い、

また、１０月には２回の総帆展帆も行いま
したが、活気のある海王丸は全然変わって
おらず、ボランティアの皆様をはじめとす
る多くの方々に愛され続けていることをし
みじみと感じました。
海王丸が県民の皆様のみならず、日本中、

いや世界中の皆様にその美しさを披露する
ためには、ボランティアの皆様のご協力が
無くしてはできません。今後とも当財団及
び海王丸の保存事業にご理解とご協力をお
願いいたします。

１２・１月の行事予定

ボランティアの集いについて

海王丸ボランティアの集いを下記のとお
り行います。皆様のお越しをお待ちしてい
ます。

日 時 平成１４年１２月７日（土）
受付開始 午後６時
開催時刻 午後６時３０分

場 所 とやま自遊館（地図参照）
富山市湊入船町９番１号
TEL 076-444-2100

（ＪＲ富山駅北口から徒歩十分）

交 通 できれば公共の交通機関でお
願いします。駐車場は完備し
てますが車が多ければ入れな
いことがあります。

イベント内容
・ 代表挨拶
・ 精勤賞授賞
・ ゲーム
・ ボランティアからの挨拶
・ 船長挨拶 等

会 費
無 料
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（富山自遊館・地図）

餅つき大会について

海王丸ボランティアの親睦を図ること，
海王丸の安全，ボランティアの発展，見学
者の健康を祈願するため餅つき大会を行い
ます。予定等は下のとおりです。

日 時 平成１４年１２月２２日（日）
（※日付に注意してください）

開始時刻 ： 午前９時

場 所 海王丸西側桟橋（乗船口横）

内 容 餅つき、お飾り用餅作り、乗
船者への振る舞い

予 定 ９時 作業開始
１０時 つき始め
１１時 振る舞い
（乗船見学者先着百名に振る
舞う予定）
１５時 後片づけ、解散

８０㎏の餅を作るので，皆様の参加をお
願いします。

海王丸ボランティア相互の親睦及び乗船
券見学者の交流を深める餅つき大会にした
いと思います。奮って御参加下さい。

皆様のお越しをお待ちしています。

鏡開き大会について

鏡開き大会を下記のとおり行います。皆
様の参加をお待ちしています。

日 時 平成１５年１月１２日（日）
開始時刻 ： 午前９時

場 所 海王丸西側桟橋（乗船口横）

内 容 餅焼き及びぜんざいの振る舞
い

予 定 ９時 作業開始
１０時３０分 振る舞い始め
（乗船見学者先着百名に振る
舞う予定）

１３時 後片づけ、解散

お知らせ

ネプチュニアードの中止のお詫び

１１月 ３日総帆展帆昼休み時間に行わ
れる予定であった「ネプチュニアード」は，
展帆作業中止のため取りやめとなりまし
た。期待していた皆様，誠に申し訳ありま
せんでした。来年度にご期待下さい。

精勤賞受賞者について

今年の精勤賞受賞者は以下の５２名に決
まりました。授賞式は「ボランティアの集
い」で行います。

９回皆勤参加の方（２３名）

002 荒木 孝文 416 吉田 勇一
006 磯辺 富次 434 白井 孝雄
021 大屋 明 441 飯沼 邦子
059 玉井 文次 455 石黒 桂子
081 西部 銃郎 493 野村 寿男
203 虎谷 博 496 中松 芳宏
301 武田 信幸 497 石田 裕章
332 河原 秀夫 503 小泉 理恵
364 池崎 勝巳 522 小須田 卓
368 中島 紀明 805 安守 潔
372 若林 良作 867 川野辺清華
409 高島 聖子

８回参加の方 （１７名）

012 伊東可志郎 265 金森 進
048 澤井 久義 274 牧野 実
068 土居 正輝 275 水口 勝務
107 高澤 昭二 401 今井 雄治
124 森田 恵子 435 立野 節子



- 4 -

194 佐藤 伸夫 447 田中万喜子
197 坂橋 誠 518 樋爪 昭時
228 高田 正二 521 本保 澄雄
230 田口 松男

７回参加の方 （１２名）

024 大川 雅永 315 山崎 芳治
094 一刎 外治 346 中山 博
113 明神 外二 357 三村 二郎
243 山口 信子 404 辻田 豊
273 牧野 佳子 438 寺崎早智子
283 尾崎 孝 457 米田 良雄

受賞者の皆様おめでとうございます。

Ｔシャツデザインについて

Ｔシャツのデザインの募集を終えまし
た。総員７名の方から，胸部のデザイン５
種類，背中部デザイン７種類の案が出まし
た。デザインの募集に協力していただきま
した皆様，どうもありがとうございました。

１１月３日反省会でデザインを決定する
予定でしたが，展帆作業中止のため実施で
きませんでした。デザイン決定は「ボラン
ティアの集い」で行いたいと思います。宜
しくお願いします。

餅つき大会の杵・臼について

「餅つき大会」でお願いがあります。今
まで，餅を短時間に数多く作るため，杵と
臼４式を使っていました。２式は海王丸の
備品，２式はボランティアの貸し出しのも
ので行っておりましたが，今年は都合によ
り，貸し出し２式分が手配できないと連絡
がありました。皆様の中で，杵・臼を貸し
出しが可能な方は是非，ご連絡をお願いし
ます。返信葉書の短信欄に「○式の杵・臼，
貸し出し可」とメモをお願いします。皆様
のご協力をお願いします。

甲板ボランティア募集中

本年度の総帆展帆は終了しましたが，船
体整備，セイル補修などの作業を行う甲板
ボランティアを行ってみませんか。事前に
参加したい日時を海事課に連絡していただ
ければ参加できます。経験の有無，参加条
件などは関係ありません。

甲板ボランティアにも，紺青賞・海王賞
があります。海王丸をより知るためチャレ
ンジしてみてはいかがでしょうか。参加を
お待ちしています。

移動海洋教室の案内について

海事思想を多くの方々に理解してもらう

ため，移動海洋教室を行っています。期間
は１２月から２月までの期間，対象は原則
として小学３年生～中学３年生の児童１０
名以上の団体とします。財団職員が指定さ
れた時間・場所に移動し，活動を行います。
移動海洋教室の経費は無料です。質問のあ
る方，希望される方は当財団まで連絡をお
願いします。

海王丸カレンダーの配布について

現在平成１５年の海王丸カレンダーを作
製中です。今年も海王丸ボランティアの皆
様に１部づつ配布します。
ボランティアの集いで配布を予定してい

ますが，参加できない方は財団事務所まで
直接受け取りに来てください。また郵送の
場合，事務所まで連絡をお願いします。

またそれ以上希望される場合は，購入す
ることになります。購入の場合，財団事務
所まで連絡をお願いします。予定価格は
１２００円（税込み）です。郵送の場合は
郵送費も必要になります。

詳しくは当財団にご連絡をお願いしま
す。

連絡先 （財）伏木富山港・海王丸財団
電話 0766-82-5181

「Splicing the main-brace.」のお詫び

今回は都合により休ませていただきまし
た。

終わりに

今年は昨年と違い，本年度最後の総帆展
帆及びアンベンディングが天候不良のた
め，予定通り実施できませんでした。それ
にも関わらず，展帆のため，アンベンディ
ングのため足を運んで下さったボランティ
アの皆様に頭が下がりました。

また今年も横浜から数多くの日本丸のボ
ランティアの方が応援に来られました。参
加していただきました皆様どうもありがと
うございました。

本年度も総帆展帆及びアンベンディング
作業が無事終了できたことに感謝していま
す。これも参加してくださった皆様のご協
力によるものです。どうもありがとうござ
いました。

海王丸は船体整備期間に入り１１月３０
日まで化粧直しをしています。１２月から
公開が始まりますが，また海王丸に遊びに
来てください。お待ちしています。－ほ－


