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舵輪は(財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です
１０月～１２月の行事結果

総帆展帆⑩

総帆展帆⑨、⑩
☆総帆展帆⑨
１０月９日（日）は巨大フリーマーケットと総帆展帆
が重なりパークは大盛況でした。天候にも恵まれ、総帆
を展帆した時の拍手もひときわ大きかったようです。
ボランティアの皆さんが楽しんでいる姿と、笑顔が印
象的でした。やっぱり総帆展帆は楽しいものですね。
◇天候 晴れ ◇参加人数 ７２名
◇展帆状態
総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ 2ﾎﾟｲﾝﾄ

総帆展帆⑨

☆総帆展帆⑩
１１月３日（木）は今年度最後の総帆展帆でした。前
日まで雨の影響が懸念されていたのですが、祈りが通じ
たのか天候に恵まれ、無事に総帆を展帆することができ
ました。
また、この日はNHK富山放送局の取材が入ったり、
お昼にはネプチュニヤード（運動会）があったり盛りだ
くさんの１日でした。ちなみに運動会の結果は優勝Fマ
スト、準優勝Z・Jマスト、３位Mマストでした。Fマス
トの皆さんおめでとうございます！！
◇天候 晴れ
◇参加人数 ８４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⑩

ボランティアの集い
１２月３日（土）小杉社会福祉会館にて恒例の「ボラ
ンティアの集い」を催しました。当財団副会長である夏
野射水市長も出席され、そして多くの来賓の方々にもご
出席いただき盛大なものとなりました。ご参加いただい
たボランティアの皆さんも楽しんでいただけたのでは
ないでしょうか。更に、今年は海王丸合唱団が素晴らし
い歌声を披露してくれました。ありがとうございまし
た！
また、会の中で平成２３年度精勤賞の授賞式を執り行
いました。受賞者の方々は以下の通りです。おめでとう
ございます！そして、ありがとうございます！！
受賞者名（敬称略）
【展帆ボランティア】
☆荒木 孝文 ☆磯辺 富次 ☆伊東
☆大川 雅永 ☆澤井 久義 ☆谷岸
☆玉井 文次 ☆土居 正輝 ☆中屋
☆高澤 昭二 ☆宮越 謙三 ☆森田
☆高田 正二 ☆金森 進
☆尾崎
☆原井 節子 ☆武田 信幸 ☆池田
☆津田 賢二 ☆中島 紀明 ☆若林
☆今井 雄治 ☆吉田 勇一 ☆白井
☆立野 節子 ☆飯沼 邦子 ☆米田
☆渡辺 博英 ☆中松 芳宏 ☆本保
☆和田 耕一 ☆長久 昇
☆大納
☆山形 博英 ☆岩坪 仁之 ☆清水
☆森 由衣子 ☆沢田 耀一郎☆浅井
☆小幡 優子 ☆色部 春夫 ☆駒津
☆金子 久雄 ☆浦畑 清楓 ☆安守
☆竹井 正
☆塗師 博
【甲板ボランティア】
★長久 昇
★清水 等
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餅つき大会
12月18日（日）餅つき大会を行いました。当日は雨
が降り、寒さも厳しくなりましたが、その分つきたての
お餅や豚汁の味は格別でした。
今年はボランティア・財団の共催という形で行い、多
くの方々からの寄付金を得て開催することができまし
た。幹事を務めていただいた方々、寄付をいただいた
方々、そして様々な作業をお手伝いいただいた方々に感
謝いたします。

新ボランティア紹介
アンベンディングセイル
１１月５日（土）ボランティア１９名の協力を得て、
セイルの取り外し作業を行いました。皆さんの協力のお
かげで予定よりも早く作業を終える事が出来ました。
その後、マスト等の塗装も行い、海王丸の冬支度は万全
です。新しい塗料で生まれ変わった海王丸をぜひ見に来
て下さい。

１０月から以下の５人が新しく仲間に加わりました。
元気いっぱいの若者達です。よろしくお願いします！！
（ボランティア番号順）
青山
青山達人
達人 さん
九澤
九澤真司
真司 さん
高村佑樹
佑樹 さん
高村
傳刀凌太郎
凌太郎 さん
傳刀
中澤嶺嶺 （敬称略）
さん
中澤

授賞式の様子

総帆展帆⑤、⑥、⑦、⑧

アンベンディングセイル

平成２３年を振り返って
総 帆 展 帆
平成２３年度は計９回の展帆を行うことができました。
ボランティアの皆さん、ありがとうございました！今年度
は延べ６１５人、平均で約６８人のご参加をいただいたわ
けですが、やはり夏は高い気温のためか参加人数が少なく
なるようです。
体力に余裕のある方はぜひ、夏の総帆展帆にこそご参加
をお願いします！

新規ボランティア養成
平成 23 年は 20 名の方が所定の訓練を経て、海王丸
ボランティアに加わりました。今年も引き続きよろしく
お願いします！！
海王丸ではボランティア参加者を募集しています。皆
さんの周囲にも興味のある方がいらっしゃれば、ぜひ声
を掛けてみて下さい。

イルミネーションの実施
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平成２３年１２月１６日から平成２４年１月９日ま
で毎晩イルミネーションの点灯を行いました。この期間
は美しくライトアップされた海王丸を見るため、日没後
にパークを訪れる方々がたくさんいらっしゃいました。
上記以外の期間も金曜、土曜、日曜及び祝日の日没～午
後８時までイルミネーションを点灯していますので、ぜ
ひ見に来て下さいね。（整備等により実施していない場
合もありますのでご了承ください。
）

海 洋 教 室
平成２３年度海洋教室は２７団体１４００人の参加
をいただきました。海洋教室は小学４年生から中学３年
生までの子供達が対象ですが、多くの参加者から「海王
丸のことが好きになった。」「海や船に興味が持てた。」
といった感想をいただくことができました。この中から
未来の日本の海運を担う人材が生まれるかもしれませ
ん。
今年もたくさんの子供たちに海を、船をそして海王丸
を好きになってもらえるように頑張っていきます！！

富山県職員研修
本年度初めての試みもありました。平成２３年８月２
日に「元気とやま体験研修」と銘打ち、富山県職員の３
年目研修が行われました。普段は全く違う分野で仕事を
している５名が、マスト上での作業や機関室での整備作
業に従事しました。研修では海王丸について理解を深め
てもらい、さらに船齢８１を重ねる海王丸を保存するこ
との大変さを知ってもらいました。参加者は一様によい
経験になったと語り、海王丸のことを好きになったと嬉
しい言葉もいただきました。

１月～３月の行事予定
ベンディングセイル
以下の日程でベンディングセイル（帆の取り付け作
業）を実施します。手伝っていただけるボランティアの
方は同封の返信はがきでご連絡下さい。平成２４年最初
の大きな作業です。お待ちしております！！
【ベンディングセイル】
実施日時：平成２４年３月３日、４日（５日予備日）
８時３０分～１６時３０分
※集合場所、着替え場所等は総帆展帆時に同じです。
８時３０分より海王丸第一教室にてﾐｰﾃｨﾝｸﾞを行
います。

特別公開
下記の期間、非公開区域の特別公開を実施します。乗
組員が普段は決して見ることのできない区域へ説明を
加えながら案内します。今年新たに案内する場所もあり
ますので、ぜひお越し下さい。
2月12日は併せて満船飾の実施、海王丸船長による
「海、船、港の話」もありますよ！
【海王丸特別公開】
実施日：平成24年1月9日、2月11日、2月12日
開始時刻：10時00分、11時00分、13時00分、
14時00分の4回（約30分）
※2月12日は10時00分、11時15分、
13時00分、14時15分の4回（約30分）
集合場所：海王丸第一教室（公開順路内）
対象：小学４年生以上の海王丸見学者
※足場の悪い箇所がありますのでサンダル、
ハイヒールでの参加はできません。
※参加は無料ですが別途海王丸乗船料
が必要です。

【海王丸キャプテンによる「海、船、港の話」】
実施日：平成24年2月12日（日）
実施時刻：10時30分～1１時15分及び
13時30分～14時15分の２回
対象：海王丸見学者
※参加は無料ですが別途海王丸乗船料
が必要です。

ボランティア掲示板
＜投稿記事大募集＞
「舵輪」では皆さんからの投稿記事を募集し
ています。海王丸にまつわる逸話・日常で出会
ったちょっとイイ話・豆知識などなどなんでも
結構です。投稿方法もハガキ・封書・ＦＡＸ・
メール何でも来いです。

どしどしご投稿下さい！！！

あとがき
船体整備期間
平成２４年２月１３日～３月９日の間は船体整備
期間です。海王丸の公開は行っておりませんので、ご
注意ください。

新湊大橋工事に伴うお知らせ
新湊大橋の工事のため、平成２４年１月１０日から駐車
場の出入口が変わります。また、下記のトイレや駐車場
がご利用できなくなります。ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。（右上図をご参照下さい）
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あけましておめでとうございます。皆さんいかがお過
ごしでしょうか？昨年の夏に赴任してきた私は、初めて
の雪国の冬に毎日凍えております。人生で１番寒い冬で
す。しかし寒いからと言って怠けている暇はありません。
海王丸は着々と春からの行事へ向けて準備を整えてお
ります。気が向いたら雪化粧の海王丸も見に来て下さい
ね。
ところで、「舵輪」新年号は楽しんでいただけたでし
ょうか？いつも見やすく、楽しい紙面づくりを目指して
編集しています。機会があれば感想やアドバイスなどい
ただければ幸いです。最後になりましたが本年も海王丸
をよろしくお願いします。（松）
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