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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。皆さま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頂きますよう、よろしくお願いいたします。
１０月～１２月の行事結果
総帄展帄⑦、⑧、⑨、⑩
☆総帄展帄⑦
９月２０日（日）晴天の下総帄を展帄しました。
新規ボランティア、横浜日本丸からのボランティアも
参加し、活気ある展帄作業となりました。パークには
３万人を越える方が来られました。
◇天候 晴
◇展帄状態

◇参加人数 ７２名
総帄 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｽｸｴｱ

１０月１１日（日）秋晴れに恵まれましたが、午
後からの参加人数が尐ないことからミズンマスト横
帄を展帄しませんでした。参加ボランティアはもち
ろん、見学された方々も残念そうでした。
◇天候 晴 ◇参加人数 ６８名
◇展帄状態 ﾐｽﾞﾝﾏｽﾄ横帄を除く総帄 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｽｸｴｱ
☆総帄展帄⑨
１０月２５日（日）快晴に恵まれました。
展帄作業中に風向が変化したため、コースは展帄し
ませんでした。新規ボランティア５名が参加し、ま
た新湊漁港で白エビカニカニ祭りが同時開催されて
いたこともあり、たくさんの方が見学されました。
奇しくも今年度最後の総帄展帄となりましたが、
美しい姿を披露することができました。

☆総帄展帄⑧

◇天候 晴
◇展帄状態

◇参加人数 ７１名
ｺｰｽを除く総帄 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ３ﾎﾟｲﾝﾄ

★総帄展帄⑩
１１月１日（日）は荒天のため中止となりました。

アンベンディングセイル
１１月２、３日に予定していたアンベンディング
セイル（すべての帄を取り外す作業）ですが、雨天
連続が予想されたため１０月３１日（日）に作業を
行いました。海事課員と業者１０名で午前中にフォ
ア、メインマストセイル、午後ミズン、ジガーマス
トセイルを取り外しました。

ボランティアの集い
１２月５日（土）富山市内で恒例の「ボランティア
の集い」を実施しました。県内外から多数のボランテ
ィアにお越しいただきました。また１１月に就任した
ばかりの夏野尃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。

ブラックダウン・マストヤード塗装

平成２１年度精勤賞

アンベンディングセイル終了後、１１月４日から１
１日までの間、マストの支持索にタール系塗料を塗布
するブラックダウン、そしてすべてのマスト・ヤード
の塗装を行いました。黒光りする支持索、そして鮮や
かなオレンジ色のマスト・ヤードは海の貴婦人をより
一層美しく見せます。美しく輝く海王丸を是非ご覧に
なってください。

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）
《展帄ボランティア》８割以上参加
※（）内は参加回数
荒木 孝文（７）
伊東 可志郎（７）

磯辺 富次（６）
大川 雅永（７）

澤井 久義（７）
玉井 文次（６）
中屋
明（６）
宮越 謙三（６）
若林 邦甴（６）
高田 正二（６）
山谷
実（６）
新田 喜美代（６）
池崎 勝巳（６）
中島 紀明（６）
今井 雄治（７）
吉田 勇一（７）
白井 孝雄（７）
飯沼 邦子（６）
渡辺 博英（７）
本保 澄雄（６）
長久
昇（７）
山形 博英（６）
出倉 佑樹（７）
田畑 龍ノ介（７）
森 由衣子（７）

谷岸
土居
高澤
湊
佐藤
金森
尾崎
武田
津田
若林
高島
高木
立野
米田
塚田
和田
大納
清水
石川
丸山
安守

清士（７）
正輝（６）
昭二（６）
信雄（６）
伸夫（６）
進（７）
孝（６）
信幸（７）
賢二（７）
良作（７）
聖子（７）
昌彦（６）
節子（７）
良雄（６）
雅士（６）
耕一（７）
武（６）
等（７）
岬希（７）
莉紗（６）
潔（７）

新規ボランティア紹介
１２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。
小幡
黒坂
須永
平垣
松本
水橋
村川

優子（おばた ゆうこ）さん
知穂里（くろさか ちほり）さん
道彦（すなが みちひこ）さん
仁子（ひらがき まさこ）さん
全弘（まつもと まさひろ）さん
清美（みずはし きよみ）さん
柳子（むらかわ りゅうこ）さん

絵画コンクール表彰式
「ぼくらの夢帄船」帄船海王丸絵画コンクールの表
彰式が、１０月１２日（祝）に行われました。
総計４８０点の応募作品の中から１９点の優秀作品
が選出されました。

《甲板ボランティア》３５時間以上
※（）内は作業参加時間
長久
出倉

昇（６９）
佑樹（９０）

清水

等（５７）

餅つき大会
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２７日に海王丸船内その他にお供
し、新しい年を迎える準備を整えました。

最優秀作品（低学年の部） 最優秀作品（高学年の部）
戸田 和希くん（１年）
中田 菜都音さん（６年）

写真コンテスト表彰式
海王丸写真コンテストの表彰式が、１０月２５日
（日）に行われました。
受賞作品は平成２２年度のカレンダーに掲載されて
います。
ボランティアの皆さんには１２月５日ボランティア
の集い出席者に同カレンダー１部ずつお渡ししました。

火災避難訓練
１０月２１日（水）午前、尃水市消防本部と合同で
火災避難訓練を実施しました。一般公開中に訓練生居
住区で火災が発生したという想定で、見学者の避難誘
導、連絡系統・役割の確認を行いました。当日海洋教
室に参加していた尃水市立放生津小学校の皆さまには、
訓練に参加していただきました。関係者のご協力、あ
りがとうございました。

１月～３月の行事予定
進水記念イベント

※鏡開き大会の様子は次号に掲載します。

２月１４日（日）に８０回目の進水記念を祝い、進
水記念イベントと満船飾を行う予定です。進水記念日
が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（非売品）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します。たくさんの方のお越しを
お待ちしております。

ベンディングセイル

海王丸の一般公開休止

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、次の予定で実施します、たくさんのボラン
ティアの参加をお待ちしております。

船内の公開区域整備などのため、一般公開を休止し
ます
期間：２月１５日（月）～３月１１日（木）

日時： ３月 ６日（土）、７日（日）
０８３０～１６００

イルミネーション

集合場所：海王丸第一教室
０８３０からミーティングを行います。
※出欠は同封のはがきでお知らせください。

夜の海王丸を美しく飾るイルミネーションを、下記期
間中は連日実施しています。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

探鳥会と講演会
日時：３月 ７日（日）
探鳥会 ０８：３０～０９：４０
講演会 １０：００～１１：３０
場所：探鳥会 臨海野鳥園（海王丸パーク内）
講演会 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）

お知らせ
平成２２年度総帄展帄実施日
平成２２年度の総帄展帄日は次のとおりです。同時
にパーク内で行われるイベント（予定）とともにお知
らせします。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

４月２５日（日）
５月 ４日（祝） ちびっ子天国（5/1～5）
６月 ６日（日）
７月１９日（祝） ﾊﾟｰｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（7/17～19）
８月 １日（日）
８月２２日（日）
９月 ５日（日）
９月１９日（祝） 秋のﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
(9/18～20）
⑨ １０月１０日（日）
⑩ １０月３１日（日）
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編集後記
１０月中旬に立山アルペンルートに行ってきました。
立山駅からケーブルカー、高原バス、トローリーバス、
ロープーウェイ、そしてケーブルカーに乗って黒部ダ
ムまで。復路に室堂、弥陀ヶ原で散策などをしてきま
した。山々の稜線、紅葉、雪化粧、どれも素晴らしか
ったです。「剣岳～点の記」の上映もあってか多くの
観光客でにぎわっていました。かつては何の交通手段
もなく、足だけで登っていたこと、そしてそこに交通
を作りあげた大変さなど想像を超えるものであったこ
とでしょう。そうした努力があったから美しい自然を
たくさんの人が見ることができるようになったのです
ね。さて、平成２２年が始まりました。海王丸８０歳
の年でもあります。我々も努力を惜しまずたくさんの
方に美しい海王丸の美しい姿をお見せできるよう努力
していきます。（も）
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