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退任の挨拶
常務理事(
常務理事(船長)
船長)
中村 保博
昨年３月２７日、吹
雪の妙高上越を夏タイ
ヤで駆け抜け、小雪舞
う富山へ入った。その
吹雪がその後の私の富
山勤務を暗示している
ものとは、その時は思
いもしなかった。
海王丸へ勤務してみて、初めて違和感を覚えた。一部の
乗組員の言動が、４０余年航訓と日本丸財団で経験してき
たものと違っていた。自分が長年船員として培ってきたや
り方で船務を遂行したところ、彼等から猛反撥を受けた。
この状況では安全が確保できないと判断し、交代の船長が
来るまで総帆展帆・海洋教室等の諸行事を一切実施しない
と決め、その旨航訓へ連絡した。昨年４月下旬のことであ
る。
その後、紆余曲折を経て今日に至っている。
トラブル

元来、船内の人的問題などは船長にとって些細なことで
ある。片方が下船すれば片がつく。
自分は少年の頃から運命論者である。人の人生には本人
の尽力以外に、もっと大きな何かが作用していると思って
いる。船長職を経験し、この思いは更に強くなっている。
そして、こういう状況こそが、船長にとって本当の意味で
“大変なこと”であり、
“困難なこと”なのである。
２００名近い実習生・乗組員と共に運命共同体員として
海上にある時、自分の尽力をはるかに越えた所で決められ
る“運”によって救われたことは１度や２度ではない。
しかし、今思うに、何ゆえ“天”はこの老船長の最後の
勤めを“有銹の尾”としたのか？この歳でもまだ不完全な
自分を矯正しようとしての教訓なのか？それとも、自分を
富山勤務として、・・・・・・・・なのか？
その答えは、そう遠くない日に啓示される気がしてなら
ない。
１年という短期間ではありましたが、ヴォランティア・
財団・あの状況下でも私を支え続けてくれた乗組員・・・
の皆様のお蔭があったからこそ、海王丸第３４代船長とし
て職務を全うすることができました。ありがとうございま
した。心から厚く御礼申し上げる次第です。皆様のご健勝
を祈りつつ・・・さようなら

海事課長(
海事課長(一等航海士)
一等航海士)
須賀 達彦
このたび３月３１日
付けで財団を去ること
となりました。平成２
２年４月に着任以来、
皆様には大変お世話に
なり、誠にありがとう
ございました。２回目
の富山県での勤務は公私ともにたいへん充実した日々と
なりました。総帆展帆でボランティアの皆さんと再会した
時は、帰ってきたなぁと思うとともに大変心強く感じまし
た。今後とも海王丸への御支援・御協力をお願い申し上げ
ます。
この２年間で印象に残っていることは海王丸の上架修
繕工事の準備作業です。パークから普段見る海王丸は、と
ても美しいのですが、海面より下の部分は乗組員では簡単
に修理できない箇所であるため、長い間十分な整備をする
ことができませんでした。一般的には造船所で上架、簡単
に言うと船を修理場へ閉じ込めた後にポンプで周りの海
水を抜いて修理します。海王丸の場合、一般公開されてい
る区域がキレイなだけに、修繕工事が必要なのかと思われ
る方が多いと思いますが、人間と同じで定期的に人間ドッ
ク（造船所）に入れて、検査や治療（修繕）を行うことが
健康（安全）を保つために重要です。海王丸の保存活用に
大きなご支援をいただいている富山県や射水市職員の
方々には修繕工事に対するご理解をいただき、深く感謝申
し上げます。工事が完結するまで立会いたいところですが、
わがままになりますので、後任また船長はじめ財団職員の
方に託して去りたいと存じます。
また一方、私事ですが赴任後まもなく富山県で長男が誕
生し、２歳近くまでこの素晴らしい環境で一緒に暮らせた
ことは大きな喜びでした。おかげさまで乗船勤務では経験
できない貴重な時を過ごすことができました。
これからはまた、航海訓練所での仕事に戻りますが、船
の厳しさや楽しさ、自然の雄大さを通して、世間の荒波を
乗り越えられるような若者を育てて行きたいと思います。
今後はボランティアとして総帆展帆への参加や入渠中の
海王丸の姿を見に来たいと考えております。
最後になりますが、貴重な経験を与えてくれた海王丸、
そして財団の大きな柱である展帆事業を支えてくださる
ボランティアの方々に感謝を申し上げ、退任の挨拶とさせ
ていただきます。

１月～３月の行事結果
海事課 業務技師
佐藤 敏夫
ボランティアの皆さ
んお元気ですか？私は
三月末をもって退職い
たしました。
三年前に富山に来ま
して、慣れない一人暮
らしで、色々苦労もあ
りましたが、今想うとそれはそれで気ままな暮らしだった
と思います。
色んなところを観光し、温泉も沢山行きました。富山の
良さを再認識いたしました。
中でも上平村の岩魚のにぎり寿司は絶品でした。それに
以前から一度は行って見たかったダム湖になる所から引
き揚げられた荘川桜を見たときは感激しました。もう行く
所はないくらいです。
最後にボランティアの皆さん、大変お世話になりありが
とうございました。
いつまでもお元気で・・・・。

特別公開
１月９日、２月１１日、２月１２日には非公開区域
の特別公開を実施しました。通常の公開ルートでは決
して見ることができなかった光景に、見学者の皆さん
からは歓声があがりました。特に迫力満点の機関室は
大好評でした！今回残念ながら参加できなかった方は、
是非またの機会にお越しください。
下写真は食糧貯蔵庫入口の写真です。なかなか不気
味な雰囲気ですね・・・。

海事課 技術員
鎌田 広志
特別公開
平成２１年４月に着任
してから早いもので３
年の月日が経ち、この
度航海訓練所に戻る事
になりました。この富
山県勤務の３年間で私
は嬉しい出来事、辛く
悲しい出来事があり、命の大切さ 家族の大切さを改めて
感じる３年間でもありました。
この海王丸がこの美しい富山県でいつでも美しくいて
もらいたいなと思います。３年間、大変お世話になりまし
た。ありがとうございました。
海事課 技術員
増井 友貴

２月１２日には「海王丸進水記念イベント」と銘打
ち、海王丸の８２歳の誕生日をお祝いしました。上記
の特別公開の他にも海王丸船長による「海、船、港の
話」や特製海王丸チョコレートの配布を実施しました。
たくさんの来船者に恵まれ、にぎやかな進水記念日と
することができました。これからも海王丸を末永く宜
しくお願いします！

ベンディングセイル
３月３日、４日にベンディングセイル（帆の取り付
け）を行いました。まだまだ寒い中の作業でしたが2日
間で延べ３４名のボランティアの方々の協力を得て、
無事に取り付けを終えることができました。春からの
活躍に向けて海王丸は着々と準備が進んでいますよ。
ご参加いただいた方々には厚く御礼申し上げます。
ベンディングセイル

皆さんお元気でお過
ごしでしょうか。富山
に来て２年が経ち、な
んとか任期を終えるこ
とができました。
富山ではボランティ
アの皆様の海王丸に対
する想いを感じ、色々と勉強させて頂きました。また私生
活においては、休みの日は毎回外出し、立山や五箇山、氷
見など、富山の色々な場所を観光したり、富山のご当地グ
ルメや白エビ、ゲンゲなどおいしい海産物を食べたりし、
毎回忙しい休日を過ごせました。この２年間色々な経験を
し、たくさんの思い出を残すことができました。
最後になりますが、２年間ありがとうございました。ま
た富山に来る機会がありましたら、よろしくお願いします。

進水記念イベント

４月～６月の行事予定
宿泊研修
今年もいよいよ総帆展帆の時期が近づいて参りまし
た。ウォーミングアップにボランティア宿泊研修に参加
しませんか？操帆や登しょうの基本を確認することが
目的ですので、特に久しく参加されていない方やボラン
ティアになって間もない方は是非どうぞ。もちろんベテ
ランの方も大歓迎ですよ。日時等は下記の通りです。平
成２４年度も皆で良いスタートをきりましょう！！
「ボランティア宿泊研修
ボランティア宿泊研修」
宿泊研修」
日 時 ：平成２４
平成２４年
２４年４月１４日
１４日（土）１３時
１３時００分
００分
～１５日
１５日（日）１１時
１１時３０分
３０分
１泊２日（夕・朝食付）
朝食付）
参加費 ：１５００円
１５００円（食費等）
食費等）
集合場所：
集合場所：海王丸第一教室
海王丸第一教室
内 容 ：登しょう、
しょう、操帆、
操帆、甲板作業、
甲板作業、懇談会等
その他
その他 ：「日帰
「日帰りで
日帰りで参加
りで参加したい
参加したい」「
したい」「遅
」「遅れて参加
れて参加した
参加した
い」などご要望
などご要望のある
要望のある方
のある方は早めにお問
めにお問い合
わせください。
わせください。可能な
可能な限り対応致します
対応致します。
します。
※注意
参加申し
参加申し込みをいただいた方
みをいただいた方には、
には、事前に
事前に食事の
食事の手配
をいたします。
をいたします。申込後に
申込後に都合が
都合が悪くなりキャンセルさ
れる場合
れる場合は
場合は、必ず前日までにご
前日までにご連絡願
までにご連絡願います
連絡願います。
います。連絡な
連絡な
くキャンセルされた場合
くキャンセルされた場合は
場合は、食事代金をお
食事代金をお支払
をお支払いいた
支払いいた
だくことになります。
だくことになります。ご了承ください
了承ください。
ください。

【午前・
午前・午後両方への
午後両方への参加
への参加が
参加が難しい方
しい方へ】
総帆展帆日は
総帆展帆日は通常、
通常、午前・
午前・午後を
午後を通して展
して展
帆 ボランティアの皆
ボランティアの 皆さんにお手伝
さんにお手伝いいただ
手伝いいただ
いております。
いております。しかし「午前（あるいは午後
あるいは午後）
午後）
しかスケジュールが空
しかスケジュールが空いていない。」
いていない。」という
。」という
方や「体力的に
体力的に１日参加はつらい
日参加はつらい。」
はつらい。」という
。」という
方も多々いらっしゃるかと思
いらっしゃるかと思います。
います。海王丸
としましては午前
としましては 午前もしくは
午前 もしくは午後
もしくは 午後のみのご
午後 のみのご参
のみのご 参
加も大歓迎です
大歓迎です。
です。「途中で
途中で帰るの悪
るの悪い気がし
て・・」
て・・」などというお声
などというお声も聞きますが、
きますが、どう
ぞ 遠慮なさらずに
遠慮なさらずに半日
なさらずに 半日だけでもご
半日だけでもご参加
だけでもご参加くだ
参加くだ
さい。
さい。
事前におわかりの
事前 におわかりの場合
におわかりの 場合は
場合は 返信はがきにそ
返信 はがきにそ
の旨をお書
をお書き下さい。
さい。お弁当が
弁当が不必要な
不必要な場合
は、その旨
その旨も一筆いただければ
一筆いただければ幸
いただければ幸いです。
いです。
【登しょう礼
しょう礼への参加
への参加について
参加について】
について】
海王丸では
海王丸では毎年
では毎年「
毎年「海の日」を記念して
記念して総帆
して総帆
展帆前に
に「登しょう礼
展帆前
しょう礼」を行っています。
っています。こ
れは乗組員
れは乗組員（海王丸においては
海王丸においては展帆
においては展帆ボランテ
展帆ボランテ
ィア）
ィア）がそれぞれヤードに取
がそれぞれヤードに取り付き、一斉に
一斉に
礼を行うというもので、
うというもので、帆船の
帆船の最高儀礼のひ
最高儀礼のひ
とつとされています。
とつとされています。
今年もできるだけたくさんの
今年 もできるだけたくさんの展帆
もできるだけたくさんの展帆ボタン
展帆 ボタン
ティアの方
ティアの方々にご参加
にご参加いただき
参加いただき、
いただき、立派なもの
立派なもの
にしたいと考
にしたいと考えています。
ています。しかし、
しかし、全員の息
を 合 わせる必要
わせる必要があるため
必要があるため練習
があるため 練習が
練習 が不可欠
不可欠 で
す。そこで平成
そこで平成２４
平成２４年度登
２４年度登しょう
年度登しょう礼
しょう礼への参加
を希望される方
される方は総帆展帆③
総帆展帆③・④の昼休みと
７月１日(日)に実施する
実施する練
する練習に少なくとも１
なくとも１
回は必ずご参加
ずご参加ください
ください。
。
参加ください
たくさんのご 参加 をお 待 ちしておりま
す ！！

総帆展帆①～④

新規養成訓練①～③

４月から６月の間は以下の日程で総帆展帆を行う予
定です。皆さんの参加、お待ちしております！！受付時
刻や集合場所は従前通りです。（９時００分より日本海
交流センターで受付開始。１０時００分海王丸第一教室
にてミーティング。）

下記の日程で新規ボランティア養成訓練を実施予定
です。皆さんの周りにも興味をお持ちの方がらっしゃ
れば、是非声を掛けてみて下さい。日程についてはで
きる限り柔軟に対応します。

総帆展帆①
総帆展帆①・・・４
・・・４月２２日
２２日（日）
※平成２４
平成２４年度最初
２４年度最初の
年度最初の総帆展帆です
総帆展帆です！
です！
総帆展帆②
総帆展帆②・・・５
・・・５月４日（祝）
※連休中日、
連休中日、同日ちびっ子天国開催
ちびっ子天国開催。
たくさんの見学
子天国開催。たくさんの見学
者が予想されます
予想されます！！
されます！！
総帆展帆③
総帆展帆③・・・５
・・・５月２７日
２７日（日）
※梅雨入り
梅雨入り前最後の
前最後の総帆展帆（
総帆展帆（平年値参照）
平年値参照）
※「海の日」に向けてチアリーダー
けてチアリーダー選出
チアリーダー選出
登しょう礼練習
しょう礼練習あり
礼練習あり
総帆展帆④
総帆展帆④・・・６
・・・６月１７日
１７日（日）
※「海の日」に向けて登
けて登しょう礼練習
しょう礼練習あり
礼練習あり

新規養成訓練①
新規養成訓練①４月７日（土）・８日（日）
新規養成訓練②
新規養成訓練②５月１９日
１９日（土）・２０日
２０日（日）
新規養成訓練③
新規養成訓練③６月２３日
２３日（土）・２４日
２４日（日）

【展帆参加者減少対策アンケートについて
展帆参加者減少対策アンケートについて】
アンケートについて】
展帆ボランティアの
展帆ボランティアの参加者
ボランティアの参加者減少
参加者減少をうけて
減少をうけて昨
をうけて昨年実
施しました表
しました表記のアンケート
のアンケートは集計が完了いたし
ました。
ました。実に１５０件
１５０件の貴重なご
貴重なご意見
なご意見をいただきま
意見をいただきま
した。
した。現在この
現在この結果
この結果を
結果をふまえて対策を検討中
検討中です。
です。
ご協力、誠にありがとうござ
にありがとうございました。
いました。

ボランティア掲示板
今回はベテランボランティアの方（男性・匿名希望）
からいただいた投稿記事を紹介します。特にボランティ
アに参加したての方は必見ですよ！
海王丸展帆方法・私の場合
海王丸ボランティアに参加して 10 年以上が経過しました。
ここで一度、これまでに培った私の展帆スキルの棚卸しをし
て今後の活動につなげたいと思い、ペンを取りました。ビギ
ナーの方は参考にしていただき、ベテランの方からは叱咤
激励をいただければと思っております。
展帆作業にあたり最も注意すべき点は 2 点あると考えて
います。１つ目は安全に作業を終えるということ、2 つ目は
お互いの協力がないと成り立たない作業であるということで
す。ヤード上の作業ではお互いの作業速度の違いで移動
の渋滞が発生したり、新種の結び方を発見したりしますが、
重大な事故につながらないならばここは寛容に過ごします。
私の好きな逸話で「ワシントンと桜の木」というのがありま
す。アメリカ初代大統領になったワシントンは少年時代に、
お父さんが大切にしていた桜の木を斧で切り倒しましたが
お父さんは怒りませんでした。なぜか？ワシントンはまだ斧
を持っていたからです！これは冗談としても、そういった事
故の可能性があることを十分認識しておくべきです。
さて、展帆に対する心構えができたところで実際の作業で
すが、ビギナーの方はいろいろビレイピンが多すぎてどれ
から作業すればよいかわからないかも知れませんが、一番
最初に作業するのは展帆時であれば横帆はロワートップス
ルのシート、畳帆時であればコースのバントラインです。い
ずれもマストファイフレールの船首側にありますのでここを
確実に押さえておきます。
ポート

スターボード

ロワートップスル・シート
コース・インナー・バントライン
コース・アウター・バントライン

あとがき

開帆の最初
（午前）
畳帆の最初
（午後）

てから回答します。アンサーバックは言い間違えると恥ずか
しいという気持ちがあって最初は声が出ないものですが、
慣れてくると次第に快感に変わっていきます。
ホールタイの号令でロープを引っ張りますが、この時も大
きな声で「せーのっ！」と故意に叫んでから引っ張ります。こ
れはホールドオンで作業が停止して、再開する時にも有効
で、もし間違って引っ張ろうとした場合でも航海士や乗組員
がすぐに気付くので安心です。
そして「ビレイ」の号令でビレイしますが、通常は前から２
番目の人がストッパーを取りに行きます。ロープを放すこと
に不安を覚えますが一人で引っ張っているわけではないの
で問題ありません。先頭の人は慌てずに確実にビレイしま
しょう。このように先頭付近では任される仕事が多く、得られ
る達成感は大きいです。
あとの作業はピン配置図をよく眺めておき、次のオーダー
に備えます。シュラウド側のピンの多さに混乱しますが、バ
ントラインはブルズアイというガイドを通っているのでこれを
目印にして目的のピンを見分けます。
ここまでできるようになったら、アテンドのようなニッチな？
作業を探します。とかくハリヤードのような大作業に目を奪
われがちですが、それだけでは展帆できません。むしろ脇
役作業の方こそ競合が少なく、自分が活躍できる場になり
ます。その中でぜひとも覚えたいのがヘビーブレースのスト
ッパーです。この作業ができる人は少なく、「誰か止めて
～！」という状況をよく見かけます。ここで颯爽とストッパー
を取る、これができれば完璧です。ただ、この作業はロープ
にストッパーを巻くという特殊作業を予め覚えておく必要が
あります。
以上が私の展帆スキルになります。10 年以上参加してい
ろいろ覚えたつもりでも、展帆作業に参加する度に反省す
ることが多々あります。ボランティアの減少が叫ばれていま
すが、ボランティア同志で共感し、達成感のある展帆作業に
できればと思っております。私も今回、この資料を作成して
いて新しい発見がありました。お互いに切磋琢磨してスキ
ルアップを図り、楽しく活動していきましょう。

マスト

船首
ファイフレール
船尾

ロープを解いたらアンサーバックですが、全てを復唱する必
要はなく、「スタンバイ・ポート・シート・サー」だけで十分で
す。それでも不安な場合は反対側のアンサーバックを聞い

舵輪 第１２９号
発行日 ２０１２年 ４月
E-mail
by-the-wind@
kaiwomaru.jp

海王丸パークをまっ白に覆っていた雪も嘘のように
溶けてなくなってしまいました。かわりに植物や虫た
ちがにわかに活気づいてきたようです。
さて、我らが海王丸も厳しい冬のなか着々と整備を
進め、これからの諸行事へ向けて準備万端です。3月1
0日から公開も再開しています。皆さんも近くへお越し
の際はぜひパークへお立ち寄りください。
（松）
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