
海海王王丸丸パパーーククフフェェスステティィババルル  

◎海王ゴールド賞（総帆展帆参加２００回以上） 

No. 59 玉井 文次  ２００回 

 

◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上） 

No.275 水口 勝務  １５３回 

No.283 尾崎 孝   １５２回 

No.372 若林 良作  １５３回 

 

◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上） 

No.496 中松 芳宏  １０３回 

 

◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上） 

No.296 新田喜美代  ５０回 

No.565 大納 武   ５５回  （敬称略） 

７７～～９９月月のの行行事事   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

７月１５日（月・祝）、海の日恒例のボランテ
ィア表彰式が行われました。総帆展帆通算２００
回を達成した今年は、展帆では初めてとなる「海
王ゴールド賞」をNo.59 玉井文次さんが受賞さ
れました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「海王ゴールド賞」は総帆展帆に２００回以上参
加された方に贈られますが、通算２０２回目での
受賞となった玉井さんは欠席が２回のみ。表彰式
では、多くのボランティアから祝福を受けました。
全ての受賞者は以下の通りです。おめでとうござ
います！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
７月１３日（土）～１５日（月・祝）、「海王

丸パークフェスティバル」を開催しました。  
今年は恒例のカッター・セイリング教室などの

イベントに加え、海上保安庁巡視船「やひこ」の
一般公開も行われました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この日ばかりは、 
海上保安庁のマスコットキャラクター「うみま

るくん」も、“海猿”に変身していました！  
 
 

☆総帆展帆⑤ ７月１５日（月・祝） 
 海王丸パークフェスティバルと海の日に合わ
せた展帆となりました。この日は、ボランティア
表彰の他、海の日を記念した登しょう礼も実施し
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玉玉井井文文次次ささんん  

展展帆帆でで海海王王ゴゴーールルドド賞賞受受賞賞  



富富山山高高専専機機関関学学同同好好会会  見見学学  

甲甲板板ボボラランンテティィアア講講習習会会   

ました。No.719浦畑清楓さんの掛け声のもと、
年に一度のはつらつとした登しょう礼を披露す
ることができました。 
◇天候 くもり ◇参加人数 ８３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⑥ ７月２８日（日） 
 夏本番となり、暑い中での展帆となりました。
解帆中には通り雨の洗礼を受けましたが、安全に、
事故無く展帆を終えることができました。  
 また、この日からお昼休み中の「ボランティア
質問会」を再開しました。いろいろな質問に海事
課が答え、技術の向上が期待できる良い機会とな
りました。この質問会は今後も継続していく予定
です。 
 夜には新湊まつり花火大会も行われ、夜間公開
をした船上では、花火を楽しむボランティアも多
くいました。 
◇天候 雨のち晴れ ◇参加人数 ６２名 
◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆総帆展帆⑦ ８月４日（日） 
 ２週連続の展帆にもかかわらず、６７名の参加
がありました。前回に引き続き、暑い中での作業
でしたが、展帆の作業時間がこれまでと比べて大
幅に短縮！皆さんの努力の表れですね！ 
◇天候 晴れ ◇参加人数 ６７名 
◇展帆状態 総帆 ポートタック スクエア 
 
☆総帆展帆⑧ ８月２５日（日） 
 暑い、熱い夏の締めくくりとなった展帆でした。
ボランティア会議でも決議された「ベテランによ
る新規登録者のフォロー」が実を結んできたのか、
皆さんがスムーズに作業を行えるようになって
きました。皆さんの協力がなければ成り立たない
総帆展帆です。これからも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 ６４名 
◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ 
 
☆総帆展帆⑨ ９月２３日（月・祝） 
 秋になったとは思えないほどの陽気となりました。
海王丸パークでは「秋のファミリーフェスティバル」
も開催されており、大勢の方に「海の貴婦人」の麗姿
とボランティアの活躍をお見せすることができまし
た。 
◇天候 曇 ◇参加人数 ７１名 
◇展帆状態 総帆 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ７月、甲板ボランティア講習会を２回開催しました。 
 今年になり、甲板ボランティアとして活動される方
が増える一方、「海王丸についてもっと深く知り、案
内に役立てたい」という声も多くありました。この意
見を踏まえ、一等航海士から希望者に対し、海王丸の
歴史から船内の説明、航海しているときの話や見学者
の安全確保に至るまで、密度の濃い講習を行いました。 
 この講習会は、今後も開催していきます。開催日に
ついては、決まり次第お知らせします。 
 
 
７月６日、富山高専商船学科の「機関学同好会」に

所属する学生が船内を見学しました。 
船舶のエンジンなどの機械について学び、将来は機

関士を目指す学生が多く所属するのが「機関学同好
会」。海王丸ボランティアでもある機関保守担当・清
水さんの案内で、未だ現役で活躍する機械から８３歳
の船齢を物語るレトロな機械まで、非常に興味深く見
学していました。 
今後は、海王丸の機械整備を実際に行い、知識と技

術を身につけていきたいと語っていました。 



着着任任のの挨挨拶拶  

退退任任のの挨挨拶拶   

海海洋洋教教室室  大大盛盛況況！！   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ７～９月は、毎年の事ながら、海洋教室が多く行わ
れました。今年はこの時期だけで１５団体・６００名
以上の児童・生徒が参加しました。皆楽しそうに、そ
して熱心にカッター訓練などの活動に取り組み、海や
船、港の事、そして集団生活の難しさなど、たくさん
の事を学びました。 
 ８月には、交流事業で射水市を訪れていたドイツの
スポーツ少年団に在籍する生徒が、カッター訓練や船
内見学を行いました。日本の誇る「KAIWO MARU」
を目の当たりにして、良い思い出ができたようです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
海事課主任・二等航海士 
菅原 将志 

昨年１０月から１年という短
い間でしたが、大変お世話になり
ました。 

着任早々の総帆展帆は３回連
続で天候に恵まれず、前職の航海
訓練所時代から続く「雨男」ぶり

を発揮してしまいました。申し訳ありません。年
が明けた５月からは、ボランティアの熱意が雨雲
を追い払い、連続して「海の貴婦人」の美しい姿
をお見せすることができました。また、ボランテ
ィアが長年積み重ねてきた総帆展帆の通算２０
０回という節目に立ち会えたことも良い思い出
となりました。 

「１００歳を無事迎えられるように」を合い言
葉に進められた、海王丸大規模修繕工事に携わる
ことができたのも良い経験となりました。海王丸

パークでは美しい姿をお見せしていても、船内や
水面下は痛々しい姿の海王丸。その修繕を目の当
たりにできたことは、今後の航海士人生での大き
な糧となりました。 
 総帆展帆通算２００回と大規模修繕工事の両方に

立ち会うことができ、とても幸運な二等航海士だった

と自負しております。 

 前職では２０歳前後の実習生を指導していました

が、小学生を中心に指導をする海洋教室では、慣れな

いことばかりでした。しかし、小学生は素直で、明る

く、自分が指導したことは良くも悪くも鏡のように行

動に表してくれました。どのように指導すれば良いの

かを小学生が私に教えてくれました。海洋教室を終え、

笑顔で下船していく姿を見るたびに、こちらも笑顔に

させてくれました。 

後任の達見氏は明るく親しみやすい人柄で、仕事も

体も私よりスマートにこなすことと思います。おそら

く、「晴れ男」だと思います。 

１０月より（独）航海訓練所へ復職することとなり

ました。富山での思い出は良いことばかりで去るのが

心苦しくもあります。皆さまと富山でまたお会いでき

る日を楽しみにしております。 

末筆ながら、ボランティアを始め、海王丸に関わる

全ての方のご健勝と、海王丸パークのますますのご発

展をお祈り申し上げ、退任の挨拶とさせて頂きます。 

 

 
海事課主任・二等航海士 
達見 和記（たつみ かずのり） 

 １０月１日付で海事課主任に着

任致しました達見です。よろしく

お願いします。大阪で生まれ育ち、

富山の地は初めてです。２年前か

ら勤務希望をしており、ようやく

叶ったところで、非常に楽しみに

しております。さらには初めての陸上勤務、初めての

雪国生活などなど、期待に胸をふくらませているとこ

ろです。美しい自然に囲まれた中で、今でも美しい姿

を保っている海王丸を誇りに感じています。 

さらに、海王丸を引き立たせ、皆さんにより親しんで

もらえるようなパークにしていきたいと思っており

ます。 

不慣れで至らない点等、多々あると思いますが何卒、

宜しくお願い致します。 

 

 

 ９月２１日（土）、第３回海王丸ボランティア活動

活性化会議が開催されました。 

 今回は、各マスト代表者（会議出席者）とボランテ

ィア及び財団の連携を密とすることを話し合いまし

た。財団の意見だけではなく、ボランティアからの意

見も多く聞いていこうということになりました。ボラ

ンティアの活動についてご意見があれば、各マストの

代表者又は二等航海士までお気軽にお知らせ下さい。

主役はボランティアの皆さんです！ 

 

 

第第３３回回海海王王丸丸ボボラランンテティィアア活活動動活活性性化化会会議議  



ああととががきき   

日時：平成２５年１１月２３日（土・祝） 

 １８時～１９時３０分（受付１７時３０分～） 

会場：ホテルニューオータニ高岡 

   高岡市新横町１番地（高岡駅徒歩 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。 

・自動車及び自転車の飲酒運転は絶対におやめ

ください！ 

※例年と時期が若干異なります。ご注意下さい。 

平平成成２２５５年年度度ボボラランンテティィアアのの集集いい   

「「帆帆船船海海王王丸丸友友のの会会」」入入会会ののごご案案内内  

ボボラランンテティィアア名名簿簿作作成成ににごご協協力力をを！！   

アアンンベベンンデディィンンググセセイイルル   
富富山山県県ボボラランンテティィアア・・ＮＮＰＰＯＯ大大会会   

 富山県内のボランティア団体がその活動を県民に

広く紹介する「富山県ボランティア・ＮＰＯ大会」が

以下の通り開催されます。我ら海王丸ボランティアも

ブースを出展します！是非足を運んでみてください。 

 

 日時：１０月１９日（土）１０時～１６時 

 会場：総曲輪グランドプラザ（富山市） 

 内容：海王丸ボランティアによる総帆展帆などの

活動の紹介・パネル写真展示 

    ボランティア登録に関する相談会 

 

 

 海王丸ボランティアの相互交流と、海王丸ボランテ

ィアの登録状況確認のため、「海王丸ボランティア名

簿」の作成作業を行っております。 

 作成に当たり、皆様には名簿に記載する情報の確認

を順次お願いしております。同封の「ボランティア名

簿の作成について」をご記入の上、 

①当財団へ郵送 ②財団へ直接持参する 

③Ｅメールにて、by-the-wind@kaiwomaru.jp

へ同じ内容をメール本文にて送信する 

いずれかの方法で財団宛てご提出下さい。郵送の場合、

送料はボランティアご負担でお願いします。 

 皆様のご協力をお願い致します。 

 

 

世界的にも貴重な財産である「帆船海王丸」の保存活

用を支援するため「帆船海王丸友の会」を発足し、会員

を募集しています。 

 会員には、海王丸パーク内店舗での割引や海王丸の乗

船料を免除（同伴者 1 名まで）するなどの特典があり

ますので、多くの方に入会いただきますようご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

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 

１１月 １日（金） 射水市の日 

１１月９・１０日 
（土・日） 

アンベンディングセイル 
（帆を取り外す作業） 

１１月９日（土） 
～２９日（金） 

船体整備期間 
（海王丸船内は見学できません） 

１１月２３日（土） ボランティアの集い（高岡） 

１２月２３日（月） 船内非公開区域特別公開 

１２月２９日 
～１月３日 

休館日 

※都合により、変更又は中止となる場合があります。 

 
 
 １１月９日（土）、１０日（日）にアンベンディン
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。皆様のご参加をお待ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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
場は以下の通りです。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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 初めて広報誌の編集を任され、その責任の重さは今
までにない緊張となりました。「舵輪」に対して皆様
から叱咤激励を頂き、感謝しております。 
引き続き「舵輪」のご愛読をお願いし、筆を置かせて
頂きます。（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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今今後後のの行行事事予予定定   

日時：１１月９日（土）、１０日（日） 

   ８時３０分 ミーティング（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。 


