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平成１５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８６号

１０・１１月の行事について

１０月５日（日） 総帆展帆⑦

穏やかな秋晴れの中、展帆を行うことが
できました。当日は海王丸の隣で巨大フリ
ーマーケットが行われており、多くの人た
ちが訪れておりました。海事課技術員も２
名交代し、またマスト配置も替わり新たな
気持ちで取り組んでいきたいと思います。

◆天候：晴れ、風向：NNE、風速：３ m/s
◆参加人数７０名

（展帆時５５名、畳帆時５０名）
◆展帆状態：スターボードタック３ p'ts

フルセイル

１０月１９日（日） 総帆展帆⑧

前回と同じく作業人数が５０名前後と厳
しい条件の中で作業を行いました。少ない
人数を補うため、みなさん精力的に作業に
取り組まれていました。久しぶり、初めて
の作業、場所に大変だったことと思います。
あらためてみなさんのご協力に感謝しま
す。

◆天候：晴れ、風向：North、風速：4m/s
◆参加人数６５名

（展帆時５４名、畳帆時４８名）
◆展帆状態：ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸｼｬｰﾌﾟｱｯﾌﾟ

フルセイル

１０月２６日（日） 総帆展帆⑨

対岸に独立行政法人航海訓練所の練習帆
船海王丸を迎えての展帆となりました。初
の２隻展帆ということもあり多くの人手で
にぎわいました。

◆天候：晴れ、風向：NNE、風速：3m/s
◆参加人数９３名

（展帆時８７名、畳帆時７１名）
◆展帆状態：ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸｼｬｰﾌﾟｱｯﾌﾟ

フルセイル

新規ボランティア養成訓練

１０月２９，３１日に訓練を行いました。
高岡市の今江みよ子さんが参加されまし
た。ボランティアの立野さんのお友達の方
です。以前、岩登りをされていたそうで、
久しぶりの高いところに戸惑いながらも喜
ばれていました。甲板作業にも挑戦したい
とのことですのでよろしくお願いします。

１１月 ３日（祝） 総帆展帆⑩

本年度最後の総帆展帆も無事終えること
ができました。みなさんの協力のおかげで
今年も無事故でした。ありがとうございま
した。
◆天候：晴れ後曇り、風向：SSW、
風速：４ m/s

◆参加人数７４名
（展帆時６７名、畳帆時５６名）

◆展帆状態：ﾎﾟｰﾄﾀｯｸｼｬｰﾌﾟｱｯﾌﾟ
フルセイル

海王丸運動会（ネプチュニアード）

１１月３日総帆展帆日の昼休みに行われ
ました。以下の４種目が行われ、見事ミズ
ン・ジガーマストチームが優勝されまし
た。おめでとうございます。
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（競技種目）
１．輪くぐり
２．綱引き
３．椰子の実リレー
４．輪投げ

１位：ミズン・ジガーマストチーム
２位：メインマストチーム
３位：フォアマストチーム

皆さん童心に返り、日頃鍛えたチームワー
クで熱気あふれる競技が繰り広げられまし
た。今後とも力を合わせていきましょう！

１１月４・５日（火）ｱﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｾｲﾙ

今年も役目を終えたセイルの取り外し作
業が行われました。４日は１９名、５日は
５名のボランティアが参加されました。

４日に全てのセイルを取り外し、５日に
マスト・ヤードの拭き取りを行いました。
今後はステイなどのブラックダウン（ター
ル塗装）、マスト・ヤード塗装が１１月末
まで順次行われていきます。きれいになっ
た海王丸にぜひお越し下さい。

着任者の紹介

※ 海事課技術員 堀 昭博 ※
（ほり あきひろ）

ニックネーム：特にありません
（しいて言えば Q/M ですか、クォーター
マスターと読みます。船での職名です。）

出身地：沖縄

趣味：キャンプ、海竜スポーツランドで
エアロバイク＆サウナ

目標：初めて経験するであろう富山の厳し
い冬（財団の皆さんのお話）で、よそ
者と悟られないように平然と雪道を歩
けるようになること。

PR：きれいな川を見るとすぐに飛び込ん
で泳ぎたくなる、いまだに幼い中年お
とこです。
皆さんから気軽に声をかけてもらえ

る財団職員になれるよう頑張ります。
よろしくお願いします。

※ 海事課技術員 穐山 創一 ※
（あきやま そういち）

ニックネーム：好きに呼んで©

出身地：埼玉県さいたま市

趣味：映画鑑賞（普通の映画）
ドライブ（近場のみ）

目標：ケガをせず健康に富山で生活するこ
と

PR：人見知りする人間です、決して機嫌
が悪い訳ではないので、話しかけても
らえるとうれしい©です。夜露死苦（よ
ろしく）お願いします。

SPLICING THE MAIN-BRACE

今回は紙面の都合により休ませていただ
きます。皆さんからのこんな話が聞きたい
といったご意見、ご感想をお待ちしていま
す。

１２月、１月の行事予定

ボランティアの集い

今年も無事に展帆行事を終えることがで
きました。みなさんの一年の労をねぎらい、
親睦を深めることなどを目的に下記のとお
り開催します。皆さん奮ってお集まり下さ
い。

日 時：平成１５年１２月６日（土）
18:30 ～ 20:30（受付は 18 時から）

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１０分）
※できましたら公共交通機関でお願
いします。駐車場は完備していま
すが車が多い場合駐車できないこ
とがあります。

会 費：無 料

内 容：立食パーティー、ボランティア
表彰、ゲームなど
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ボランティア表彰について

本年度の展帆が全て終了し、８割以上（本
年度は８回）参加されたボランティアに贈
られる精勤賞の受賞者が決定しました。受
賞者の皆様おめでとうございます。なお、
表彰は「ボランティアの集い」にて行いま
す。

受賞者（５５名）
荒木孝文 磯辺富次 伊東可志郎
大川雅永 澤井久義 玉井文次
土居正輝 西部銃郎 一刎外治
藤井睦子 福井一公 高澤昭二
宮越謙三 明神外二 湊信雄
森田恵子 若林邦男 坂橋誠
高田正二 田口松男 金森進
酒井 聰 牧野佳子 牧野実
水口勝務 近藤恵津子 近藤健二
二上勝 尾崎孝 武田信幸
河原秀夫 中山博 池崎勝巳
中島紀明 若林良作 今井雄治
高島聖子 吉田勇一 高木昌彦
山本静子 白井孝男 立野節子
田中万喜子 二山美和 米田良雄
塚田雅士 野村寿男 中松芳宏
小泉理恵 樋爪昭時 本保澄雄
和田耕一 川野辺清華 塗師博
安守潔 （敬称略）

餅つき大会について
海王丸ボランティアの親睦を図り、海王

丸の発展、ボランティア、見学者の安全を
祈願するため餅つき大会を行います。

日 時：平成１５年１２月２１日（日）
午前９時～午後３時頃まで

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
者への振るまい（先着１００名）

８０ｋｇの餅をつきますので、皆さんの
ご協力が必要です。たくさんの方のお越し
をお待ちしています。

鏡開きについて

新春の鏡開きを下記のとおり行います。

日 時：平成１６年１月１１日（日）
午前９時～午後１時頃まで

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乗船者への
振るまい（先着１００名）

お知らせ

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，セイル作製、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，
参加条件などはありません。
海王丸をより深く知るチャンスです。

皆さん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。
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移動海洋教室について

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４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，教室を実施しま
す。経費は無料です。質問のある方，希望
される方は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１６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
皆さんに１部づつ配布します。

「ボランティアの集い」にて配布を予定
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
郵送希望の方は，財団まで連絡をお願いし
ます。 また、２部以上希望される場合は，
購入することになります。購入希望の方は
財団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
郵送費が必要となります。

書籍「折り紙 帆船」の斡旋について

あなたも海王丸を作ってみませんか。
初代海王丸をはじめ世界の有名な帆船を作
ることができます。今まで帆船の折り紙は
１枚の紙から創り出すことが非常に難しい
ため、存在しませんでした。本書では船体、
帆、国旗などを別々に折り、張り合わせる
ことで非常にリアルな帆船を作ることがで
きます。

１冊５００円にて財団海事課で販売して
おります。

危険予知トレーニング vol.3

※前回８５号 vol.2 の答え
１．A，B とも足場が悪いので、転落する。
２．A の手よりチェーンブロックが外れて、

B の足に当たりケガをする。

下のイラストにはどんな危険がひそんで
いるでしょうか？考えてみましょう。

※タグラインとはタグボート（入出港など
を手助けする作業船）と本船とをつなぐロ
ープのことです。

答えは次号で！

（船員災害防止協会刊：商船ＫＹＴイラス
トシート集シート３２より抜粋）

寄稿募集

皆さん、舵輪にて PR したいことはあり
ませんか。日頃思っていることやボランテ
ィア間での連絡事項にどうぞ。

終わりに

今年も無事に展帆を終えることができま
した。こうして展帆が続けられるのも全て
のボランティアの方々のおかげです。所用
で惜しくも精勤賞に届かなかった方、また、
年度途中から入会された方、遠方からお越
しの方、様々な事情があることと思います
が、毎回何十人もの方に集まっていただき、
感謝の気持ちでいっぱいです。これからも
どうぞよろしくお願いします。

（めんたつ）


