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７月３０日（日）の総帆

展帆終了後、海王丸パーク

では「第 53回～射水を彩る

夏の華～富山新港 花火大

会」が開催されました。  
 海王丸のイルミネーショ
ンとコラボレーションし、
約2000発の花火が夏の夜空
を華やかに彩りました。 
パークには多くの見物客

が来場し、大変な盛り上が
りを見せていました。 
 
 
 
 

 
獅子舞演舞 → 
西奈呉獅子舞保存会  

北長徳寺獅子方若連中 

 
 
 
８月８日（火）に台風５号（ノルー・NORU）が海王

丸パークを直撃しました。海王丸では事前に台風対策
としてガスケット増し締めや、各シートの固縛を実施
しました。それほど風は強くありませんでしたが、大
雨が降りパーク内のシェルステージ周りは川のよう
に水が流れていました。 

 
 

 ８月１１～１６日に海技教育機構 帆船日本丸が海

王岸壁に入港しました。このたびは、補給と実習生の

休息を目的とした寄港であったので、一般公開は実施

しませんでしたが、日没から２２時まで『ダブルイル

ミネーション』を点灯し海王丸パークに華を添えても

らいました。 

入港日には、案内ボランティアの皆様にも協力して

いただき、日本丸の実習生１０４名が海王丸を見学し

ました。諸先輩が訓練した船との違いや似ている部分

などに驚いていました。 

 
 
 
 ８月１３日（日）に小学生以上を対象に、 
「海王丸の帆を広げてみよう～展帆体験～」 
を実施しました。お盆の時期ということもあり、
多くの他県の子供達や家族で賑わいました。 
「富山県には海王丸があってうらやましいです」
といったような、温かいお言葉をたくさんの方か
らいただきました。 
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展展帆帆体体験験  

～体験内容～ 
海王丸の 

帆を触ってみよう 

帆を広げてみよう 

 



 

 

 ９月１６日（土）に新規ボランティア養成訓練
を実施し、新たに２名が仲間に加わりました。こ
れから、すえながーくよろしくお願いいたします。 
 

【平成29年度 第4期生】 

左から 

斎藤 船長、田中 甲板員、川崎 正志さん（新規）、 
阿部 2/O、坂中 一さん（新規・海王丸パーク総務課）、

掛野 甲板長 

 

平成２９年度の新規ボランティア養成訓練は全
て終了しましたが、また来年度も同様に実施しま
す。多くの方を海王丸の魅力に誘って下さい。 
 

 

 
９月１８日～２４日に富山短期大学の高峰さんが、

１週間のインターシップを海王丸パークで実施し

ました。パークの概要を含め船体保存についても学
んでもらいました。 

高い所が得意ということから、マストトラック（頂
上）までの登しょう訓練を実施しました。「景色が

素晴らしかったです。」と言っていました。 

 

(ガスケット取り扱い訓練も実施しました) 

 

 
９月２３日・２４日に「秋のファミリーフェス

ティバル in 海王丸パーク」を実施しました。 
新湊中学校生徒による合唱や獅子舞演舞、消防車
やパトカーの乗車体験などのイベントが盛りだ
くさんで、多くの方に海王丸パークを楽しんでも
らいました。シェルステージ広場付近では「ミニ
遊園地」を開催し、子供たちの元気な声で賑わい
ました。 

 
 
 

 ９月２４日に小型ボート「なご」による海王丸一

周クルーズを実施しました。 
海王丸の高いマ

ストをデッキ上

からではなく、
海面上から見る

ことができ、迫

力満点の体験を
してもらいまし

た。 
 

 

 
 
 第２１回「ぼくらの夢帆船」帆船海王丸絵画コ
ンクール、入賞作品を日本海交流センターにて展
示しています。小学生の描く帆船はとてもユニー
クで美しい絵となっています。 
展示期間：９月２３日～１１月３日 

 
画題「後ろ姿」 
 
射水市立大島 
小学校６年生 
高橋さんの作品 
 
 

新新規規ボボラランンテティィアア養養成成訓訓練練  

  

イインンタターーンンシシッッププ受受入入  

  

秋秋ののフファァミミリリーーフフェェスステティィババルル  

  

ななごごククルルーーズズ  

帆帆船船海海王王丸丸絵絵画画ココンンククーールル  

（新湊中学生による獅子舞演舞） 

（屋台コーナー大盛況） 



今今後後のの行行事事予予定定（（１１００月月末末～～１１月月））  

アアンンベベンンデディィンンググセセイイルル  

平平成成２２９９年年度度  ボボラランンテティィアアのの集集いいににつついいてて  

 

 

 ９月２５日～３０日にフォクスルデッキとウェ

ルデッキの２箇所（船首部）におけるピッチ流し工
事を実施しました。 

綺麗になった木甲板をまた見に来て下さい。 

 

 

 射水市消防本部から「適マーク・金」が交付され

ました。射水市内での「金」交付は３件目で、火災

の初期消火や避

難誘導に向けた
計画作成、訓練な

どを行っている

宿泊施設が「銀」

を受けてから３
年間不備がなけ

れば「金」が交付
されます。 

 

2017年 10月 7日 

北日本新聞にて掲

載されました。 

 

 
今後も点検・整備に努めていきます。 

 

 

 １０月２日～６日の５日間に新湊中学校と射北中学

校の職場体験「１４歳の挑戦」を実施し、海王丸財団で

も中学生５人を受け入れ、海王丸パーク業務をはじめ

日々の船体整備についても学んでもらいました。 

 参加した中学生は「いつも身近だった海王丸の裏側の

仕事を学ぶことができ、とても貴重な体験をすることが

できた。」と言っていました。 

バウスプリット登しょう訓練も実施し「１５歳になった

ら展帆ボランティアになれるよ」と伝えました。 

 

 

 

 

 

 

※都合により、変更又は中止となる場合があります。 

 

 

 １１月４日・５日に海王丸の冬支度のため、ア

ンベンディングセイル（帆を取り外す作業）を以

下の通り実施します。 

出欠につきましては、同封の返信ハガキにてお知

らせ下さい。＊お昼のお弁当は財団で準備します。 

皆様のご参加をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

今年 1年間のご活躍に感謝の意を込めて「ボランテ

ィアの集い」を開催いたします。今年の総帆展帆、甲

板ボランティアを振り返り、ご歓談していただきたい

と思います。なお前回の舵輪でお知らせしました、

ボランティアの集いの開催日ですが、当財団の諸

事情により変更いたします。 

開催日は１２月２日（土）です。 
なお、出欠につきましては、同封の返信ハガキに

てお知らせ下さい。 

１０月２９日
（日） 

総帆展帆⑩・満船飾 

富山マラソン2017 
１１月 ３日
（金・祝） 

絵画コンクール表彰式 

１１月４・５日
（土・日） 

アンベンディングセイル 

１１月４日～２４日 帆装艤装工事期間（非公開期間） 

１１月２５日
（土） 

海王丸公開再開 

１２月 ２日
（土） 

ボランティアの集い 

１２月１７日
（日） 

餅つき大会 

１２月２３日
（土・祝） 

海王丸特別公開① 

１月 ８日 
（月・祝） 

海王丸特別公開② 

木木甲甲板板ピピッッチチ流流しし工工事事  

日時：１１月４日（土）、５日（日） 

   ８時３０分 ミーティング（船内第１教室） 

   ９時００分 作業開始 

服装：総帆展帆に準じた服装 

※更衣室は、海王丸船内後部の 

「ボランティア用更衣室」となります。 

適適ママーークク・・金金  

１１４４歳歳のの挑挑戦戦  
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ボボラランンテティィアア掲掲示示板板  

餅餅つつきき大大会会（（豚豚汁汁））実実施施ににつついいてて  

 
また、希望される方に 2018年 海王丸カレンダーを

配布予定です。 

 

 

１２月１７日に友の会主催「餅つき大会」を行いま

す。つきたてのお餅と温かい豚汁を食べながら、今年

の思い出を語り合いましょう！多くの方のご参加を

お待ちしております。 

出欠につきましては、同封の返信ハガキにてお知

らせ下さい。 

＊食品衛生上、一般見学者への振る舞いは行いません。 

 

  

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。メインマストの中島 誠です。 

今回、8月 26日（土）に第 20回立山登山マラニッ

クのボランティアスタッフとして、海王丸ボランティ

ア 11名の先輩方と一緒に参加してきました。 

マラニックとはマラソンとピクニックを合わせた

造語らしいのですが、海抜 0mの浜黒崎海岸から 3003m

の雄山山頂までの65kmを制限時間11時間で一気に駆

け上がる超過酷なレースです。当日、海王丸ボランテ

ィアメンバーは室堂（標高 2450m地点）のエイドステ

ーションで各班に別れて到着選手への水分、補給食の

提供係、選手手荷物の整理保管係を担当しました。 

室堂到着後のステーション設営当初は曇り空で風

もあり、気温 10度台で肌寒く震えながらの作業とな

りましたが、午後からは天気も回復、一転快晴となり、

3000m級の北アルプスの峰々が間近に迫る素晴らし

い眺望を堪能。雄山山頂ゴールから下山してきた選手

の方々と交流し、感動を共有したりと大変有意義な活

動となりました。大会終了後は日帰りのボランティア

メンバーと別れ、仲良しメンバー4人は室堂山荘で一

泊し、翌日は雄山、大汝山、富士の折立を縦走登山し

てきました。2日間とも天候良く、最高な夏の思い出

になりました。 

来年も海王丸ボランティアで大会スタッフに参加

するそうなので、興味のある方は一緒に参加して感動

を分かち合いましょう。 

 
 

 

 

皆さん、こんにちは。ミズンマストの小幡です。 

雨にも負けず台風直撃(9/16,9/17)にも負けず！ 

山の魅力に誘われ、ボランティア仲間と中山、大辻山

登山へ行ってきました。 

日頃の行いが良かったのか? 天候も大きく崩れる

ことなく、楽しい 2日間でした。山でのごはん&コー

ヒーでエネルギーの充電もできましたよ。 

これからの紅葉の季節、みなさんもご一緒にいかがで

しょうか？ 

 

 

日時：平成２9 年１2 月２日（土） 

   １８時３０分～２０時（受付１８時～） 

会場：大門総合会館 6F こぶしホール 

   射水市大門６７番地（駅徒歩 5 分） 
 

駐車場には限りがあります。 

公共交通機関をご利用下さい。 

～ 立山登山マラニックについて ～ 

ボボラランンテティィアア NNoo..775588   中島 誠  

～ 中山、大辻山登山について ～ 

ボボラランンテティィアア NNoo..669988   小幡 優子  

日 時：平成２9 年１2 月１７日（日） 

    ８時～13 時 

会 場：海王丸桟橋（乗船口横）  

参 加：帆船海王丸友の会、 

対象者 海王丸ボランティア（家族含む） 


