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舵輪は(財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
７〜９月の行事結果
総帆展帆④、⑤、⑥、⑦
☆総帆展帆④
７月２０日（祝）海の日は、晴天に恵まれました。
まず海の日を記念した登しょう礼を行い、その後東か
らの良風を受けながら総帆を展帆しました。訪れた多
くの方に真っ白なセイルと青空のコントラストを見て
いただくことができました。

◇天候 晴
◇展帆状態

◇参加人数
７７名
総帆ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｳｪｱﾔｰｽﾞ

★総帆展帆⑤
８月２日は雨天のため中止でした。
☆総帆展帆⑥
９月６日（日）晴天の下通算１７０回目となる総帆
を展帆しました。北東の良風を受け、貿易風帯を順走
しているような姿を見せてくれました。

総帆展帆１７０回記念撮影

登檣礼

◇天候 晴
◇展帆状態

総帆

◇参加人数 ７１名
ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ ﾀｯｸ ２ﾎﾟｲﾝﾄﾔｰｽﾞ

＊総帆展帆⑦の結果は次号に掲載します。
平成２１年度ボランティア表彰式
７月２０日、恒例のボランティア表彰式を行いまし
た。これはボランティア活動を通じて海事思想の普及
に多大な貢献をされた方に対する表彰で、今年度は１
１名の方々が受賞されました。
長久さんは海王ゴールド賞創設後初の受賞者となり
ました。
◎海王ゴールド賞（甲板ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加1000時間以上）
長久 昇 さん

晴天の総帆展帆

◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上）
大川 雅永 さん
澤井 久義 さん

土居 正輝 さん
高澤 昭二 さん
若林 邦男 さん
◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上）
近藤 恵津子 さん
中山 博 さん
池崎 勝巳さん
◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上）
渡辺 博英 さん
塚田 雅士 さん

練習帆船 日本丸Ⅱ世 伏木港に入港
高岡市伏木地区「伏木けんか山町おこし委員会」
の要請で、高岡開町４００年と伏木開港１１０年を
をお祝いし、８月１３日から１７日までの間、航海訓
練所の練習帆船日本丸Ⅱ世が伏木港万葉ふ頭に寄港し
ました。１５日にはセイルドリル（総帆展帆）、１６
日には一般公開が行われ多くの方が見学されました。
日本丸には芋生船長はじめ、かつて当財団に出向さ
れていた方が多く乗船していました。ボランティアの
皆さんの中には、なつかしく旧交を暖めた方もいたよ
うです。

おめでとうございました！

日本丸総帆展帆を見学する多くの方々
受賞者の皆さんとともに記念撮影

富山新港 新湊まつり開催！
８月２日に海王丸パークで新湊まつりが実施され、
たくさんの方で賑わいました。ＦＵＧＡのコンサート
やよさこい、そしてフィナーレは花火大会でした。
名物の海中スターマインは圧巻で、会場は歓声とため
いきに包まれました。

ＮＨＫテレビ取材
７月１４日及び１５日ＮＨＫ富山放送局が取材に訪
れ、１４日は富山県内へ、１５日は中部及び全国に海
王丸の様子がライブ放映されました。
たくさんのボランティア有志にお手伝いいただきま
した。ありがとうございました。

新規ボランティア紹介
９月までに次の方々が仲間に加わりました。どうぞ
よろしくお願いします。

海王丸と花火

☆齋藤
☆沢田
☆前多
脇山
浅井
保科
高木

航大 さん（さいとう こうだい）
耀一郎 さん（さわだ よういちろう）
健吾 さん（まえだ けんご）
由香 さん（わきやま ゆか）
保明 さん（あさい やすあき）
誠 さん （ほしな まこと）
佳菜子さん（たかぎ かなこ）

大内

隆成さん

（おおうち

たかしげ）

☆印は富山商船高専商船学科１年生！！！

トライアスロン大会
７月２６日（日）にパーク内で海王丸トライアスロ
ン大会が行われました。
当日は早朝から競技が行われ、暑い戦いが繰り広げ
られました。

海王丸運動会 ネプチュニアード
１１月１日（日）今年度最後の総帆展帆昼休みに海
王丸運動会（ネプチュニアード）を開催します。各マ
ストに分かれ日ごろの団結力を発揮し優勝を目指して
がんばって！！

アンベンディングセイル
アンベンディングセイルとは、セイルを取り外すこ
とです。今年使用したセイルをマスト、ヤードから下
ろし、補修をして来年に備えます。この作業にご協力
いただけるボランティアを募集します。
日時：１１月 ２日（月）
１１月 ３日（祝）
０８：３０〜１７：００ころ
場所：更衣

大型客船寄港

集合

訓練生居住区（男性）
後部乗組員居住区（女性）
第一教室

※同封のはがきにて出欠をお知らせください。
９月１日に客船『ぱしふぃっくびいなす』（日本ク
ルーズ客船（株））、『ふじ丸』（日本チャーターク
ルーズ（株））が、越中八尾おわら風の盆の見学のた
め富山新港に寄港しました。

ボランティアの集い
ボランティア相互の親睦をはかる『ボランティアの
集い』を開催します。今年一年の総帆展帆、甲板ボラ
ンティアの振り返り、また久しぶりに顔を合わせる方、
普段はマストが違って話す機会のなかった方とのご歓
談をお楽しみください。
日時：１２月 ５日（土）
１８：３０〜２０：３０
（受付開始は１８：００〜）
会場：いきいきＫＡＮホール
（富山駅前Cic ５階）
ＪＲ富山駅南口から徒歩２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
※飲酒運転は法律で禁じられています。公共交通機
関をご利用ください。

富山新港(海王岸壁)に着岸中のぱしふぃっくびいなす

１０〜１２月の行事予定
総帆展帆⑧、⑨、⑩
日時：⑧ １０月１１日（日）
⑨ １０月２５日（日）
⑩ １１月 １日（日）（今年度最後）
午前１０時〜（受付は９時から）
場所：更衣 日本海交流センター 研修室
集合 海王丸第一教室
※同封のはがきにて出欠をお知らせください。

餅つき・鏡開き大会
毎年恒例の餅つき・鏡開き大会を、次の日程で開催
します。ボランティアの皆様のご協力が必要です。冬
季のボランティア親睦の場でもありますので、たくさ
んの方のお越しをお待ちしています。
☆☆☆餅つき大会☆☆☆
日時：１２月２３日（祝）
０９：００〜１６：００
場所：海王丸桟橋（乗船口脇）
内容：餅つき、豚汁作りと乗船者への振る舞い
☆☆☆鏡開き大会☆☆☆
日時： １月１０日（日）（平成２２年）
０９：００〜１４：００
場所：海王丸桟橋
内容：ぜんざい作りと乗船者への振る舞い

アンベンディングセイルと、それに続くブラックダ
ウン、マスト・ヤード塗装期間中は、海王丸の一般公
開を休止します。
期間：１１月２日（月）〜１１月２０日（金）

イルミネーション
夜の海王丸を美しく飾るイルミネーションを、下記期
間中は連日実施します。約３３０個の電球で浮かび上
がる華麗な姿を、是非ご覧ください。
日時：１２月１８日（金）〜１月１１日（月）
日没〜２０：００

巨大フリーマーケット
海王丸パークのシェルステージ周辺で一般から応募
した約１００区画（予定）出店のフリーマーケットが
開かれます。初日には海王丸の総帆展帆も実施されま
す。
日時：１０月１１日（日）、１２日（祝）
１０：００〜１５：３０

帆船海王丸絵画コンクール
第１３回「ぼくらの夢帆船」帆船海王丸絵画コンク
ールの表彰式が１０月１２日（祝）に日本海交流セン
ターで行われます。射水市及び呉東地区の小学校に通
う児童が描いた絵画のうち優秀作品を選出し、表彰す
るものです。今年度はどんな作品が受賞するのか楽し
みです。

編集後記

※フリーマーケットの出店には事前の参加申し込みが
必要です。
お問い合わせはこちらへ↓
海王丸財団 総務課 0766-82-5181

お知らせ
海王丸の一般公開休止
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by-the-wind@
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季節は秋へと移りつつありますが、今年の夏は雨ば
かりでした。農作物への影響が心配です。予報では残
暑が厳しくなるようです。インフルエンザも流行して
いますので、皆さん体調管理に十分注意してください。
今年度の総帆展帆も残すところあと３回となりまし
た。今年はすでに２回も中止になっています、残りの
総帆展帆はすべて行えるといいですね。
個人的には富山に来て１年が過ぎました。あっとい
う間でしたが、とても充実した１年間でした。仕事は
もちろんですが、何より富山県の自然の素晴らしさに
驚かされました。これからも機会を見つけて色々な場
所に行ってみたいと思っています。（も）
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