
- 1 -

平成１７年１０月 発行

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

第９７号

退任のご挨拶

海事課技術員
堀 昭博

ボランティアのみな
さん、こんにちは。
２年間、海王丸財団
でお世話になってい
ました堀です。この
原稿が皆さんの眼に
留まる頃、私は、北
海道は釧路か、はた
また九州は長崎あた
りに向かって走って

いる頃ではないかと思います。ボランティ
アの皆さんは爽やかな秋晴れの下で展帆作
業に汗している頃でしょうか？さて、私事
になりますが富山での２年間は、仕事に遊
びにと、とても充実した２年間でした。一
年目の秋、富山で生活を始めて最初の展帆
作業。皆さんの頑張っている姿を見て私も
皆さん以上に頑張らねばと奮起したもので
す。
冬、まさか沖縄で育った私が雪を掻き分け
て通勤するなど思ってもみませんでした。
春、春が来るのがこんなに待ち遠しく、そ
して嬉しく思った事など生まれて初めてで
はなかったでしょうか。花見は最高でした。
夏、実はここは富山じゃなく沖縄ではない
かと思うほどの暑さ。でも、私には一番充
実した季節でした。フェーンの熱風、ギラ
ギラ太陽、これも最高でした。
２年目の四季は多少の余裕も出てきて、温
泉、酒、肴、等々、ボランティアの皆さん
から提供していただいた情報を参考にして、
いろんなところへ出かけ、いろんなものを
頂いてきました。結果、ここで暮らす方々
も含め、富山はとても素晴らしい所でした。
今日まで、最後は沖縄で暮らすのが一番か
な？と思っていたのですが、どうやら考え
直した方が良さそうです。
また海に戻っての生活が始まりましたが、
皆さんと一緒に過ごした楽しく素晴らしい
時間はずっと忘れずにいます。またいつか
必ず戻ってきますので、私の事も忘れない
で下さいネ。（笑）２年間有り難うござい

ました。最後にこの紙面をお借りして、メ
インマスト乙女組の皆さんへ。
本当に楽しく過ごさせていただき、有り難
うございました。
「メインマストォ～ファィトッ！！」

着任のご挨拶

海事課技術員
大波多 由秀

この１０月、航海訓練
所からおよそ２年間の
出向でまいりました。
大波多由秀です。これ
からの季節、暑さも和
らぎ過ごしやすくなっ
てまいりましたが、埼
玉出身ということもあ
り、雪が多く降る土地

に住むのは初めてでもあり、いろんな事に
適応していかねばと思っております。また
季節毎に活気のある街なので、楽しんでい
きたいです。よろしくお願いします。

８・９月の行事結果

８月７日総帆展帆④について

この日は、午後から雨が予想され、展帆
作業が実施可能かどうか判断が難しい状況
でした。気温は、３１℃とやや暑かったも
のの、雨雲に日差しを遮られ比較的、楽な
展帆となりました。午後の畳帆開始早々に
若干の降水がありましたが、難なく作業を
終えることができました。

◆天候： 晴 一時 雨 ◆参加人数５７名
◆展帆状態：ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱﾔｰｽﾞ

総帆展帆⑤・⑥について

強風・雨天のため、９月４日、２３日の
総帆展帆は中止となりました。
御来場いただいたボランティアの方々、

本当にありがとうございました。
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１０月７日総帆展帆⑦について

中止に次ぐ中止で約二ヶ月振りの展帆作
業となりました。久々に参加されたボラン
ティアの方も多く、新鮮な感じがしました。

◆天候： 晴 ◆参加人数６３名
◆展帆状態：ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ 4 ﾎﾟｲﾝﾄ ﾔｰｽﾞ

新規ボランティア養成訓練について

９月24,25日及び10月1,2日に新規養成訓練
を実施しました。参加されたのは、以下の
８名の方々です。よろしくお願いします。

松尾 宗平（まつお そうへい）
中村 彰（なかむら あきら）
森田 正俊（もりた まさとし）
幡 友明（はた ともあき）
横山 大輔（よこやま だいすけ）
小神 寛万（おこう ひろかず）
林 秀樹（はやし ひでき）
松田 健嗣（まつだ けんじ）

１２・１月の行事予定

ボランティアの集いについて

今年も、ボランティアの集いを富山エク
セルホテル東急にて実施します。昨年、狭
いとのご指摘をいただき、今回は、会場を
広く確保することにしました。富山の夜景
を眺めながらご歓談ください。

日時；平成１７年１２月３日（土）
18:30～20:30
（受付開始は18:00～）

会場；富山エクセルホテル東急
最上階１５F リコモンテ
（JR富山駅南口から徒歩３分）

住所；富山市新富町１－２－３
電話；０７６－４４１－０１０９

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

※当日、駐車場は大変混雑することが予想
されます。可能な限り公共交通機関をご利
用ください。ご協力をお願いいたします。

お知らせ

海王丸ボランティア入選！！

海王丸パーク写真コンテンストに海王丸ボ
ランティアの方２名が入賞されました。
おめでとうございました。

特別賞：原 正美さん 『風』
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入選：荒木 孝文さん『ｽﾄｰﾑｾｲﾙand清風丸』

財団住所の変更について

市町村合併に伴い、当財団の住所が１１月
から変わります。よろしくお願いします。

現住所；新湊市海王町８番地
新住所；射水市海王町８番地

ボランティア投稿コーナー

http://www.ykr.jp/nipponmaru/nipponmaru.html参 照

ボランティアNo.59 玉井 文次

『久しぶりのにっぽん丸クルーズ』

体調を崩して長らく、旅行を断念してい
ましたが、クルーズはしてみたいと思って
いました。にっぽん丸が、日本一周クルー
ズで富山新港へ入港することを知り、２泊
３日のコースを申し込みました。自分の病
気のことを考えると、船旅が最良の方法で、
今回はとても順調にいきました。初日の出
港時は、体のケアのため出港イベントには
出られず、いつの間にか静かな海上を日本
海へと航走していました。明るいうちにプ
ロムナードデッキを散歩し、夕食までは船
内を見学しました。今宵のディナーは、に
っぽん丸就航１５周年で、富山で新鮮な材

料を仕入れた特別メニューでした。夜は、
照明を消したスポーツデッキで星座教室。
眺める空は星がすばらしく、素敵な夜を過
ごしました。夜は、ショーを見て、カジノ
に付き合ったりした後、早めに就寝しまし
た。翌日の午前は航海中で、船内を散策、
デッキゴルフ等をしました。１１時、能代
港に入港。なかなか大きく立派な港です。
昼食後、１３時３０分発のツアーに参加し、
港近くの「風の松原」を散策、歩ける人は
約１時間かけて松原内を歩き、バスへ帰り
ました。この松原は、風と塩害を防ぐため
に町がかなりの資金をかけて管理しており、
日本一の防風林だそうです。次は、歴史探
訪で、檜山城跡へ。多賀谷居館跡と、多宝
院という大きな寺があり、ウグイス張りの
廊下がある立派な寺がこの山中にありまし
た。続いて、日本最北のお茶畑を見学。北
限だけに、茶の木が小さく、昔は６ヘクタ
ールもあったものが、今は一戸だけが１ヘ
クタールの畑で茶を作っているそうです。
能代市の郊外で、元ＪＲのトンネルを利

用した酒の貯蔵庫を見学。一年を通して、
一定温度で大量の保存ができるそうです。
帰りにその酒屋の本店で試飲して、お土産
まで頂いて帰船しました。三日目、１０時
に小樽港へ入港。昼食後、小樽名所巡りツ
アーに参加。まず、にしん御殿、旧青山別
邸を見学。往時の名工の技の冴えた見事な
建物内部は、木材の部分がすべて漆塗りで
仕上げられた立派なものでした。抹茶を一
服よばれて出発しました。次は、石原裕次
郎記念館にて記念撮影して、一通り見学し
ましたが、今となるとあまり感銘を受けな
かった。船へ帰ると荷物をまとめ、下船の
手続きをして透析後下船。汽車にて札幌で
下車しましたが、時間がないため次の汽車
にて室蘭へ直行。室蘭からは東日本フェリ
ーの「ニューれいんぼうべる」にて直江津
まで乗船。特別室（個室）を一室取り、透
析をしながら船旅を楽しんだ。特に船内で
は何もなく無事、直江津へ。汽車に乗り換
えて帰宅した。 私のような体で３泊４日
の旅行ができたのも船だから実現できたこ
とで、他の乗物では無理なようです。これ
からも、元気なうちは、また船旅を計画し
て、大いに楽しい人生を送りたいと思って
います。

ボランティアNo.401 今井 雄治

『達チャンを海へ投げ入れた時の写真』

以前より投げ入れを計画していましたが
当日いきなりでは午後の作業に影響が有る
と思い事前に奥さん（清華さん）には電話
連絡をしていました。（シャツ、パンツ、
靴下の準備）奥さんは『 私もですか！ 』
と心配そうでした。
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今年、７月２３日にご結婚された須賀さん
の写真投稿が届きました。まさに水面ギリ
ギリの絶妙な写真の他、濡れながらも幸せ
そうに泳がれている須賀さんのイメージが
印象的です。写真だけでも結構ですので、
皆様もどしどしご投稿してください。お待
ちしております。

「SPLICING THE MAIN-BRACE」

紙面の関係上、お休みさせていただきます。

危険予知トレーニングvol.14

※前回９６号vol.13の
答え

《状況》
タンク内に倒れている
同僚を発見した所。

１．Ａは慌ててＢを助
けようとして入り、
酸欠のため倒れる。

２．Ａは慌てて散乱し
ているナットや工
具類につまずいて、
マンホールから転
落する。

３．慌てたＡにより蹴飛ばされたナット、
工具類が落下してＢに当たりケガをする。

次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。

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６６より抜粋）

終わりに

すっかり肌寒くなりました。私事ですが、
妻が最近、大型二輪免許を取得しました。
２歳の息子が大きくなれば、家族揃ってツ
ーリングに出かけることが我が家の夢です。
何にせよ、目標や夢を持つことで、今この
一瞬が輝いてきます。今回、玉井さんの投
稿記事を読ませて頂き、素敵な時間を過ご
されているなと感銘を受けました。皆様も
是非、何か夢中になっていらっしゃるもの
をご紹介ください。

（ごっしー）


