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舵輪は(財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
明けましておめでとうございます 。皆様にとって良い一年となりますよう、財団一同心 からお
祈り申し上げます。本年もこれまでと変わらぬお力添えをいただきますよう、よろしくお願い
いたします。（今号から紙面デザインを変更しています。）
１１・１２・１月の行事結果
船体整備工事
１１月４日のアンベンデイングセイルの後、２８
日までの間、船体整備工事が行われました。天候に
恵まれブラックダウン、マスト・ヤード塗装を例年
より早く終えることができました。塗装後の海王丸
はまるで新造船のような輝きを放っていました。マ
スト・ヤード塗装後には各所で船体の整備工事が行
われました。機関室スカイライト付近の通風筒、ボ
ラードの土台、公開部屋のソファー張替等が実施さ
れました。整備期間中、公開を中止しておりました。
皆様のご理解に感謝いたします。

通風筒の補修工事

ボランティアの集い
１２月６日（土）富山市内で恒例の「ボランティア
の集い」が実施されました。当日は大雪でしたが、
県内外から多数のボランティアが集まりました。ま
た、財団副会長である分家射水市長をはじめ多くの
来賓の方々にもご出席いただきました。

美しく光るマスト・ヤード及びステイ

《甲板ボランティア》３５時間以上
＊（）内は作業参加時間
長久

昇（２１８）

清水

等（１０９）

餅つき・鏡開き大会
１２月２３日（祝）餅つき大会が実施され、多く
のボランティアの参加がありました。乗船見学者に
はつきたてのお餅と豚汁を振る舞い、今大会で作ら
れた鏡餅は１２月２８日に海王丸船内その他にお供
えし、新しい年を迎える準備を整えました。

精勤賞受賞者で記念撮影

平成２０年度精勤賞
栄えある精勤賞受賞者は次の方々でした。
おめでとうございます。（敬称略）
《展帆ボランティア》８割以上参加
＊（）内は参加回数
荒木 孝文（７）
磯辺 富次（７）
伊東 可志郎（８）
大川 雅永（６）
澤井 久義（８）
谷岸 清士（６）
玉井 文次（８）
土居 正輝（６）
中屋 明 （７）
新田 茂男（６）
高澤 昭二（８）
宮越 謙三（８）
森田 恵子（８）
若林 邦男（８）
高田 正二（７）
田口 松男（７）
金森 進 （８）
酒井 聰 （６）
長谷 孝一（６）
牧野 桂子（７）
牧野 実 （８）
水口 勝務（６）
山谷 実 （７）
近藤 恵津子（８）
近藤 健二（８）
釣
哲雄（７）
原井 節子（８）
武田 信幸（８）
川原 秀夫（８）
中山 博 （７）
池崎 勝巳（８）
津田 賢二（７）
若林 良作（７）
今井 雄治（８）
高島 聖子（７）
吉田 勇一（７）
高木 昌彦（６）
白井 孝雄（８）
立野 節子（８）
飯沼 邦子（７）
田中 万喜子（６)
米田 良雄（７）
渡辺 博英（８）
塚田 雅士（７）
中松 芳宏（８）
小泉 理恵（８）
樋爪 昭時（６）
本保 澄雄（８）
和田 耕一（８）
長久 昇 （７）
釣
與悦（６）
奥田 健 （８）
大納 武 （８）
山形 博英（７）
松尾 宗平（８）
津本 孝 （６）
清水 等 （６）
佐竹 正治（７）
畠中 和弘（６）
村崎 奈緒子（６）
塗師 博 （７）
安森 潔 （８）

また、１月１１日（日）には鏡開き大会が行わ
れました。快晴の空に恵まれ、見学者にはぜんざ
いを振る舞いました。

餅つき・鏡開き大会の実施のため、１１月から
準備や調整にご協力いただきましたボランティア
の皆さん、また当日参加されたボランティアの皆
さん、ありがとうございました。

２・３月の行事予定
進水記念イベント・満船飾
２月１５日（日）に７９回目の進水記念を祝い、
進水記念イベントと満船飾を行います。進水記念
日の２月１４日はバレンタインデーということで、
乗船見学者を対象に先着３００名様に特製チョコ
レートをプレゼントします。また海事課員による
船内特別見学ツアーも合わせて開催いたします。
たくさんの方のお越しをお待ちしております。

お知らせ
平成２１年度総帆展帆実施日
平成２１年度の総帆展帆日は以下のとおりです。
パーク内で開催されるイベントとともにお知らせ
します。

満船飾

４月２６日（日）

ちびっ子天国(4/25,26,29)

５月

４日（祝）

ちびっ子天国(5/2〜6)

６月

７日（日）

ﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(6/6,7)

７月２０日（祝）

ﾊﾟｰｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(7/18〜20)

８月

２日（日）

夜間特別公開

９月

６日（日）

なし

９月２０日（日）

秋のﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
(9/19〜23)

１０月１１日（日）巨大ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ(10/11,12)
１０月２５日（日）なし
１１月

１日（日）なし

プレゼント用チョコレートとカード（昨年）

ベンディングセイル
海王丸のすべてのセイルを取り付けるベンディ
ングセイルを行います。今年は新しく製作したセ
イルを取り付けます。純白のニューセイルが歴史
を刻む瞬間に立ち会いませんか？
次の予定で実施いたします。多くのボランティ
アの参加をお待ちしております。
日時：３月 ８日（日）、９日（月）
０８３０〜１６００
集合場所：海王丸 第一教室
＊ ０８３０からミーティング
昼食は財団で準備します。
＊出欠は同封のハガキでお知らせください。

海王丸総帆展帆

探鳥会・講演会
日時：３月８日（日）
探鳥会 ０８３０〜０９４０
講演会 １０００〜１１３０
場所：探鳥会
講演会

臨海野鳥園（海王丸パーク内）
日本海交流センター

内容：ナチュラリストによる解説を聞きながらの
観察、野鳥に関する専門家による講演
（講師、演題未定）

ボランティア投稿
♪歌は楽し〜♪

海王丸５５

とある日、総帆展帆終了後「ねえ、NHKののど
自慢に出てみない？」と我チームリーダーE.Kさ
んより声が掛かる。メンバーとならばいいかと軽
いノリで「うんいいよ」と簡単にOKしてしまった
私…。まずは書類選考の通過が第一関門、気をも
みながら待つことの長かったこと。待望の合否判
定結果来る！（申込み者687組中250組のみ出場
権あり）予選会まで時間的余裕がない、仕事（現
役2名）の合間をぬって打合せ、衣装合わせ、練
習等々に勤しみ当日を迎える。オーバードホール
には津々浦々より三々五々と集まり、熱気ムンム
ン状態、衣装に着替え、舞台裏で最終確認。本番
さながらの舞台上では緊張度も100%、それでも
無事に歌い踊って全員ホッ。ロビーでビデオチェ
ック、どの顔も強張っている、無理もないよね、
初体験だもの、後はゆっくり全ての人が歌い終わ
るのを待つだけ。舞台衣装で廊下を行き来してい
ると廻りの人から「あんたたち良かったよ、しっ
かり海王丸の宣伝もしとったし、絶対受かっちゃ」
なんて言われてルンルン気分で結果待ち、受け狙
いを期待してたのに残念まがら予選突破ならずで
した。NHKの審査員の方々に「悪いところを減点
するのでなく、いいところを足し算して欲しかっ
たです…」と言いたいちゃ、でも嬉しいことに当
日のニュースで予選風景が流れて我メンバーが映
ったとの知らせ入る、転んでもただでは起きない
メンバーです。かくして今年最後のイベントも恙
無く終幕。一緒にイベントを楽しんだメンバーか
ら一言メッセージをお願いします。
E.K 今年の第一目標は「海王丸」をPRする由、
本選出場リベンジリベンジ、熱く熱く燃えま
す！
K.K １月３日夜NHK-BS「お宝デラックス」に私
達ののど自慢予選の様子が放映されました。
皆様見ましたか？
M.M 作戦はただ一つ特別賞狙いだったがやけど。
歌のうまい人ばっかりで…甘かった。
K.M 全国に海王丸をPRしようとしたけど…残念
だけど楽しかったよー。

海王丸報道関連
１１月２８日報知新聞社発行のスポーツ報知に
今年度訓練を受けた田中昌宏記者の記事が掲載さ
れました。『恐怖との闘いセール張り』と題され
た記事は総帆展帆、ボランティア活動等について
触れられています。せひ一読してみてください。
インターネット記事
http://hochi.yomiuri.co.jp/osaka/serial/healt
h/news/20081128-OHO1T00236.htm
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１２月３日に「るるぶ富山 09」の取材がありま
した。撮影は３時間に亘り、女性モデルが船員帽
をかぶってポーズを取り、船内各所を撮影してい
ました。
今回の取材は、「るるぶ富山 09」の見開き２
ページ分の特集となる予定です。
お楽しみに！

エコキャップ推進運動
本年度から参加していますエコキャップ推進運
動ですが、皆様からいただいたエコキャップを回
収場所の一つである高岡市衛生公社に届けました。
(２万個、50kg)エコキャップ推進協会からは翌日
お礼のＦＡＸが届きました。
当財団では、今後もこの活動に積極的に参加し
ていきます。皆様のさらなるご協力、よろしくお
願いいたします。

←
高岡市衛生公社にて
＊エコキャップ 運動とは；

ペットボトルキャップを回収することにより、
CO2の削減に寄与し、キャップ売却益でワクチン
を購入し、世界の子供達の命を救うために活用す
る運動。この活動を通じて地域活性化にも寄与す
ることを目的としている。
エコキャップ推進協会HP
http://ecocap007.com/index.html

編集後記
今月号からデザインを大幅に変更しました。伏木
富山港・海王丸財団の機関誌として、より見やす
く、よりインパクトのあるものをと考え作成して
います。皆様からの記事の投稿や、イベント情報、
ご指摘、ご提案等、舵輪をさらに発展させるため
にお力添えをお願い致します。（も）
＊先月号をもってＫＹＴコーナーを終了しました。

(財)伏木富山港・海王丸財団
〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地
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