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◇天候 晴
◇展帆状態

着任の挨拶
海事課主任

吉田

◇参加人数 ７１名
総帆 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ３ポイント

英亮

10月１日付け海事課主任とし
て着任しました吉田英亮（よし
だひであき）です。生まれも育
ちも石川県です。14年前、富山
商船（現富山高専）に在学して
いたため、4年半富山県に住ん
でいました。富山県は私にとっ
て第二の故郷です。そんな思い入れの土地に再び住
めることになった上、海王丸で働けることとなり、
頑張ろうという気持でいっぱいです。海王丸では、
私の得意分野を生かし、海王丸をもっと良い船にし
ていきたいと思っています。まだまだ未熟者ですが、
財団職員、ボランティアの方々と力を合わせ、目標
達成を目指します。

☆総帆展帆⑨
総帆展帆⑨
１０月１０日（日）雨の予報でしたが、ほとんど降
られることなく実施することができました。しかし、
参加人数が少ないことからミズンマスト横帆とガフト
ップスルを展帆しませんでした。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。
昼休みには吉田二等航海士によるプレゼンテーション
「練習船の遠洋航海」が実施されました。

行事結果
総帆展帆⑧、⑨、⑩
☆総帆展帆⑧
総帆展帆⑧
９月１９日（日）晴天の下総帆を展帆しました。
横浜日本丸からのボランティアも参加し、活気ある展
帆作業となりました。
昼休みには、練習船海王丸に研修乗船したボランティ
アの尾崎孝氏によるプレゼンテーション「海王丸遠洋
航海の記録～咸臨丸の軌跡をたどる～」が実施されま
した。

◇天候 曇 ◇参加人数 ５０名
◇展帆状態 ﾐｽﾞﾝﾏｽﾄ横帆とｶﾞﾌﾄｯﾌﾟｽﾙを除く22枚
ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｽｸｴｱ

☆総帆展帆⑩
総帆展帆⑩
１０月３１日（日）台風の進路もそれて、今年度最後
の総帆展帆を実施することができました。これで今年
は、9年ぶりに計画した10回全て展帆できました。
残念ながら、新旧海王丸Ｗ展帆をすることはできませ
んでしたが、多くの方々に見学していただけました。
昼休みには、海王丸運動会「ネプチュニアード」が開
催され、大変盛り上がりました。

ブラックダウン・マストヤード塗装
アンベンディングセイル終了後、１１月７日から１
７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。塗装を終えた海王丸は80年の年
月を感じさせない美しさです。その姿はまさに海の貴
婦人です。是非、お化粧直しして若々しく輝く“麗人”
をご覧になってください。

◇天候 晴
◇展帆状態

◇参加人数 ８１名
総帆 ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ３ﾎﾟｲﾝﾄ

新海王丸寄港
１０月２９日、新海王丸が富山新港新湊地区海王岸
壁に寄港しました。新旧Ｗ展帆等色々な行事が予定さ
れていましたが、台風接近のため、同日１６時に西日
本方面に向け出航しました。

ボランティアの集い
１２月４日（土）富山市内で恒例の「ボランティア
の集い」を催しました。県内外から多数のボランティ
アの皆さまがお越しになりました。また、財団副会長
夏野射水市長に加え多くの来賓の方々にもご出席いた
だきました。スクリーンに流れる吉田二等航海士制作
のスライドショー「展帆2010」や、活動の想い出に
歓談は盛り上がりました。ボランティアの表彰も行わ
れました（次項参照）。

アンベンディングセイル
１１月３、４日に予定していたアンベンディング
セイル（すべての帆を取り外す作業）ですが、雨天
のため３日は中止となり、4日に雨雲と競争しながら
作業を行いました。海事課員とボランティア12名、
業者１０名で午前中にフォア、メインマストセイル、
午後にミズン、ジガーマストセイルを取り外しまし
た。
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《甲板ボランティア》３５時間以上
※（）内は作業参加時間
長久

昇（55）

出倉 佑樹（105）

絵画コンクール表彰式
「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１７日（日）に行われました。
総計３２８点の応募作品の中から２０点の優秀作品
が選出されました。

最優秀作品（低学年の部） 最優秀作品（高学年の部）
浜谷 真帆さん（２年）
石野 温大くん（５年）

新規ボランティア紹介
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 （10）
磯辺 富次 （9）
大川 雅永 （8）
澤井 久義 （8）
谷岸 清士 （8）
玉井 文次 （10）
土居 正輝 （9）
中屋 明
（9）
高澤 昭二 （8）
宮越 謙三 （9）
森田 恵子 （10）
丹羽 美恵子（9）
高田 正二 （9）
金森 進
（9）
山谷 實 （8）
原井 節子 （8）
武田 信幸 （10）
福田 幸子 （8）
池崎 勝巳 （9）
津田 賢二 （10）
中島 紀明 （9）
若林 良作 （10）
今井 雄治 （9）
高島 聖子 （8）
吉田 勇一 （10）
高木 昌彦 （8）
白井 孝雄 （9）
立野 節子 （8）
飯沼 邦子 （8）
米田 良雄 （10）
塚田 雅士 （9）
中松 芳宏 （10）
本保 澄雄 （9）
和田 耕一 （9）
長久 昇 （8）
山形 博英 （8）
清水 等 （8）
出倉 佑樹 （9）

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。
蓮尾 秀平（はすお しゅうへい）さん
二宮 匠 （ふたみや たくみ）さん

ボランティア主催 餅つき大会
１２月１９日（日）ボランティア主催（ボランティ
アの募金により企画）の餅つき大会が実施されました。

⑨ １０月 ９日（日）

進水記念イベント
２月１３日（日）に８１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。また、下記
のイベントを予定しています。
①
②
③

(9/1７～１９）
⑩ １１月 ３日（祝） 射水市の日（施設無料日）

海事課員による船内特別見学ツアー
キャプテンによる海王丸の話
ハープ演奏会

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、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。
日時： ３月 ５日（土）、６日（日）
０８３０～１６００
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。
天候等による変更もあります。ＨＰでご確認下さい。

海王丸の一般公開休止
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１４日（月）～３月１１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１７日（金）～１月１０日（祝）
日没～２０：００

探鳥会と講演会
日時：３月 ６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２３年度総帆展帆実施日
平成２３年度の総帆展帆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

４月２４日（日）
５月 ４日（祝） ちびっ子天国（5/３～5）
６月 ５日（日）
６月２６日（日）
７月１８日（祝） ﾊﾟｰｸﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（7/1６～1８）
７月３１日（日） 新湊まつり花火・夜間公開
８月２８日（日）

⑧

９月１８日（日） 秋のﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
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あとがき
富山に赴任して３ヶ月。あっという間でした。毎日
のように海の幸を食し、富山の素晴らしさを舌でも感
じています。しかし、久しぶりの降雪にはドキドキし
ています。雪かきなんて何年ぶりでしょう。小学生の
とき、下校中に遭難しかけたことを思い出します（笑）。
寒さは続きますが、ふきのとうのように、冬の間に力
を蓄え、春には立派な姿で皆さんにお会いしたいと思
っています。本年もよろしくお願いします。
※右下のキャラクターは、海王丸のキャラクターにな
れば良いなという思いで作成したものです。よろしく
お願いします。（よし丸）
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