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舵輪は(公財)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
アンベンディングセイル
11月9日、海王丸の冬支度を整えるためにセイル
の取り外し作業（アンベンディングセイル）を行いま
した。アンベンディングセイルは2日掛かりの大仕事
ですが、今年は28名のボランティアの協力を得て、
かつてないほどのスピードで作業が進み、1日で全て
の作業を終えることができました。ありがとうござい
ました。この後に控えるブラックダウン（ワイヤーに
タールを塗装する作業）、マスト及びヤードの塗装作
業に備えます。

ブラックダウン、マスト・ヤード塗装
11月10日～29日の間、海王丸のステイ（マスト
を支える黒い支索）、マスト及びヤード（帆桁）を塗
装しなおしました。ステイやシュラウド（登っていく
ところ）等の黒い部分はタールで塗装しています。
この一年よく働き、汚れてしまった船体を綺麗にし
ました。また、この塗装は船体やワイヤー（鉄製）が
錆びないように保護する役割があります。海王丸を長
く維持するために欠かすことのできない作業です。
この時期は快
晴という日は少
ないですが、雪化
粧をした立山連
峰と新湊大橋が
海王丸をより一
層引き立たせて
くれます。ぜひ見
に来て下さい。
ボランティアの集い
今年一年間のボランティア活動を労う 目的で、
11月 23日 に ボ ラ ン テ ィ ア の 集 い を 開 催 し ま し
た。今年はホテルニューオータニ高岡で行い、 6
6名のボランティアの方が出席されました。
併せて、精勤賞の表彰式も執り行われました。
今年度ご協力いただいたボランティアメンバー
の中から、特にご尽力頂いた方へ感謝の気持ちを
込めまして、感謝状と粗品をお渡しました。

斎藤船長から、代表で色部さんと磯辺さんにお
渡ししました。

平成２５年度精勤賞 受賞者名（敬称略）
【展帆ボランティア】 ４８名
☆荒木 孝文
☆磯辺 富次
☆伊東可志郎
☆大川 雅永
☆玉井 文次
☆中屋
明
☆湊
信雄
☆森田 恵子
☆牧野
実
☆池崎 勝巳
☆長谷川道子
☆今井 雄治
☆吉田 勇一
☆高木 昌彦
☆中松 芳宏
☆清水
等
☆坂口 孝子
☆色部 春夫
☆山﨑 次平
☆堀井 義正
☆川崎 邦吉
☆中島
誠
☆岡原 英二
☆澤井 久義
☆土居 正輝
☆新田 茂男
☆高澤 昭二
☆宮越 謙三
☆高田 正二
☆金森
進
☆牧野 佳子
☆山谷
實
☆近藤恵津子
☆尾崎
孝
☆原井 節子
☆武田 信幸
☆若林 良作
☆白井 孝雄
☆本保 澄雄
☆和田 耕一
☆大納
武
☆山形 博英
☆浅井 保明
☆小幡 優子
☆駒津 宣丈
☆清水 康光
☆安守
潔
☆塗師
博

平成２５年度精勤賞 受賞者名（敬称略）
【甲板ボランティア】 ５名
★色部 春夫
★伊東可志郎
★川崎 邦吉
★若林 良作
★中島
誠
今年は展帆回数 8回の内、参加率が8割以上の
方48名が受賞されました。おめでとうございま
す。また甲板ボランティアは 5名の方が受賞され
ています。一年間、ありがとうございました。
これからも海王丸を盛り上げていくために、皆
様のご協力を宜しくお願い します。
富山県ボランティア・ＮＰＯ大会

ど多彩な餅が出来上がりました。今年は例年より
１０ｋｇ多い４０ｋｇのもち米を用意しました 。
また、豚汁もふるまわれ、みんなで身体を温めま
した。

10月 19日 の ボ
↑５種類ものお餅たち
ラン ティア大会 に
←阿吽（あうん）の呼吸
ブー スを出しま し
た。 総曲輪グラ ン
ドプラザで行われ、
↑
百貨 店の中では 物
産展 も開催され て
豚
おり大盛況でした。
汁
午前 と午後に時 間
１
を分担したボランティアが、海王丸のボランティ
０
０
ア活動に興味を持ってもらおうと、積極的に勧誘
人
を行いました。
前
用意していた
募集案内類 500
部も全て配布し
てしまいました。
もっともっと海
富山高専 機関学同好会
王丸ボランティ
今年度５回目となる「機関学同好会」が行われ
アが増え、海王
ました。「機関学同好会」とは富山高等専門学校
丸パークが活気
のクラブ活動の一環で、昨年７月から学校側の依
づくことを願っ
頼を受けて機関室内の整備を実施しています。今
ています。
回はストレーナ（集塵フィルター）の開放整備で
す。３人の富山高専生が参加し、船舶の機関士【海
You Tube 映像撮影
技士（機関）、国家資格】から実技訓練を受けま
12月7日、富山県をPRするため「恋するフォ
した。陸上で実物に触れるよ
ーチュンクッキー 富山県Var.」の撮影がありま
い機会で、また海王丸として
した。ロケ地のひとつに射水市のご当地アイドル
も整備ができて一石二鳥 。空
IMZやイミズムズムズクン、海王丸乗組員らが参
調機を冷房運転するために
加しました。県内はもちろんのこと、県外からも
海水で冷却をしています。そ
来園者が増えれば幸いです。(URL http://www.
の冷却海水取り入れ口に、ゴ
youtube.com/watch?v=-oG4uW_iqmw)
ミが詰まらないように設け
られているのがこのストレ
新聞取材
ーナです。冬季は使用しない
1月 ３ 日 の 北 陸 中 日 新 聞 16面 に 海 王 丸 ボラ ン
ので、このチャンスに整備を
ティアの記事が掲載されました。12月8日、北陸
しています。
中日新聞から「富山県に残したいもの」というテ
ーマでインタビューがありました。
急なお願いに対応していただいたボランティ
アのみなさま、ありがとうございました。

ボランティア餅つき大会
餅 を つ か ず に は 年 を 越 せ な い ！ 12月 22日 に
年末恒例のボランティア餅つき大会が行われま
した。当日は雪の予報でしたが、 40人を超える
ボランティアの熱い想いにより、天気も持ちこた
えてくれました。つきあがった餅は海王丸に供え、
残りはみんなでおいしくいただきました。きな粉
餅やよもぎ餅、更には全国的にも珍しい昆布餅な

平成２５年を振り返って
総 帆 展 帆
平成２５年度は天候にも恵まれ計８回（計画１
０回）実施することができました。これもひとえ
にみなさまの温かいご支援のおかげと感謝して
います。

また、総帆展帆通算２００回目を迎える節目の
年となりました。第１回から参加して下さってい
るボランティアの方の参加回数が２００回を越
え、その功績を称え感謝状をお贈りしました。今
後も 300回、400回と回数を重ねられるよう努
めていきます。

海 洋 教 室
平成２５年度、 宿泊海洋教室は 20回25団体、
日帰り海洋教室は3回、合計1180名が参加しま
した。朝から元気に木甲板を椰子の実で磨き、楽
しそうにマスト登りやカッター訓練を行ってい
ました。子供たちが少しでも海や船に興味を持ち、
日本海運の担い手が育ってくれればと思います。
また、「エコキャップ運動」にご協力いただいた
団体も多数ありました。ありがとうございました。
今年も益々の参加をお待ちしています。

うございます。尚、ご協力頂いた団体名を HP 上に掲
載しています。
今後とも、「エコキャップ運動」にご協力を宜
しくお願いします。

今後の行事予定
４月から休館日が水曜日に変わります
2月 ８・ ９日 特別公開（非公開区域）
２月１１日 進水記念イベント（満船飾）
２月１４日 進水記念日（夜間公開）
船体整備期間（海王丸船内は見
２月１５日
学できません）
～３月１０日
公開準備作業
３月 ２日 探鳥会・講演会（バードパーク）
海王丸イルミネーション再開
３月１１日
（毎日実施）
4月 ５・ ６日 新規養成訓練①
4月11日 鯉のぼり・ミニ展帆①
４月１2・１3日 ベンディングセイル・再訓練
総帆展帆①
４月２０日
（いよいよスタート！）
※都合により、変更又は中止となる場合がありま
す。
特 別 公開
2月8日(土)、9日(日)は海王丸の船内のうち、
普段は公開していない場所を海王丸の乗組員が
案内します。乗組員がセイルを作っている作業場
や、食料庫そして機関室（立入禁止区域）など普
段は入る事ができない場所です。公開用に手入れ
をされていない区域なので、建造から 80年以上
たった今でも当時の雰囲気を漂わせる場所が数
多くあります。

新規ボランティア
平 成 25年 度 は 新 た に 21名 の 方 が ボ ラ ン テ ィ
アとして登録されました。海王丸が好きで、海王
丸パークを盛り上げていきたいという熱い意志
を持った方たちばかりです。どうぞ宜しくお願い
します。登録者合計６７３名。（201４年1月1
日現在）
総帆展帆だけではなく、セイル作製や船体整備
をする甲板ボランティア活動も行っています。ま
た、運動会や餅つき大会などのボランティア行事
も予定しています。みなさまのご参加をお待ちし
ています。

エコキャップ運動
海王丸では、社会貢献を目的として皆さまから不要
となったペットボトルのキャップを頂き、NPO 法人
を通じて、その売却益でポリオワクチンを必要とされ
る地域へ送る「エコキャップ運動」
を推進しています。
平成 25 年は昨年より増え、425,700 個、総重量
９９０ｋｇ。ポリオワクチンに換算すると 495 人分
です。ゴミとして焼却せずに済んだお陰で 3118.5
ｋｇの CO2 を削減することができました。ありがと

（写真は機関区域）
以下の時間に行います。ガイド料は不要です。
乗船券を購入して海王丸の第一教室でお待ち下
さい。各回、先着３０名までです。お早めに。
10時、11時、13時、14時

新規養成訓練①
4月5・6日（土・日）に平成２６年度、第一回
目の新規養成訓練を行います。より多くの方に海

王丸を、そして船を知ってほしいと思っています。 ーを解き放ちます。みなさんの力を借りて、海王
たくさんのご応募お待ちしています。
丸は羽ばたきます。今年も熱い海王丸パークの幕
パワーバレンタインウィーク（２月８日～１４日） あけです。
ボランティア登録情報の更新について
進水記念日とバレンタインを記念して、乗船料
が無料、及び半額イベントを実施します。 2月1
月日が経つのは早いもので、海王丸がこの富山
4日（金）は通常一般公開（０９：３０～１６：
の地にやってきて 23年が経ちます。これもひと
００）に加えて夜間公開（１８：００～20：00）
えに、海王丸を支えて下さっているみなさま のお
を終日無料で行います。また、2月８・９・11・
かげと感謝しております。
１３日は、カップルで来場された方は乗船料が半
ボランティア登録の際に記載して頂いた情報
額になります。
に変更がありましたらお申し出下さい。機関誌
海王丸の進水記念日がバレンタインデーとい
「舵輪」やお知らせが届かない事があります。
うのも何かの縁。バレンタインウィーク は海王丸
健康状態の確認について
でロマンチックな夜を過ごしてみてはいかがで
しょうか。なお、２月１０・１２日は休館日です。
展帆ボランティアのみなさまに、毎年 健康状態
の確認をしています。ボランティアのみなさまが
ベンディングセイル
登しょう作業を安全に行える状態か確認し、乗組
今年も総帆展帆に備え、セイルの取り付け作業
員が留意すべき点がないかを見つけ出すのが目
（ベンディングセイル）を行います。ボランティ
的です。その年の総帆展帆初参加時に行います。
アの皆さまのご参加をお待ちしております。併せ
ご協力よろしくお願いします。代わりに健康診断
て宿泊研修を実施します。展帆に関して実技経験
書を提出いただいても構いません。
をしたい、もう一度作業手順を復習したい等、知
船体整備期間
識・技術向上を目指す為の研修です。海王丸の船
内に宿泊できる貴重な機会です。是非ご参加くだ
2月15日～3月 10日の間は海王丸の整備期間
さい。部屋や食事等の準備がありますので、事前
です。一般公開はしておりませんのでご注意くだ
に返信ハガキにてお知らせ下さい。
さい。

休館日変更のお知らせ

【ベンディングセイル・宿泊研修】
実施日時：平成２６年４月１２日、１３日（土、日）
８時３０分～１６時３０分
・着替え場所は船内となります。
両日とも、８時３０分より海王丸第一教室にてミ
ーティングを行います。
※宿泊研修も兼ねますので、宿泊の有無も併せて同
封の返信ハガキにてお知らせください。
※宿泊される方は、夕食・朝食代、寝具クリーニン
グ代などとして、お一人１，５００円を当日集め
させていただきます。

鯉のぼり・ミニ展帆

「帆船海王丸友の会」入会のご案内
世界的にも貴重な財産である「帆船海王丸」の保存
活用を支援するため「帆船海王丸友の会」を発足し、
会員を募集しています。
会員には、海王丸パーク内店舗での割引や海王
丸の乗船料を免除（同伴者1名まで）するなどの
特典がありますので、多くの方に入会いただきま
すようご協力をよろしくお願いいたします。

あ と がき

4月11日は鯉のぼり掲揚式を行います。この日
から5月6日まで掲揚してこどもの日をお祝いし
ます。また、4月11日の鯉のぼり掲揚式に合わせ
てミニ展帆を実施し、花の迷路も再開します。

総帆展帆①
平 成 ２ ６ 年 度 の 第 1回 目 の 総 帆 展 帆 は 4月 20
日（日）です。厳しい冬が終わりを告げ、新たな
生命が芽生える頃、海王丸も冬に蓄えたエネルギ
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いつも海王丸をご利用いただきありがとうご
ざいます。平成２６年４月より休館日を毎週 水曜
日(祝日の場合は翌日)に変更いたします。ご理解
とご協力を宜しくお願いします。

富山に赴任してはや３ヶ月が過ぎました。私は寒い
のは苦手です。ただ仕事柄、弱い方ではありません。
雨の日、強風の日、闇夜でもフード前（大舵輪前）で
の４時間の立直が今、活きています。
さて、今年は２０１５年に富山で開催される「全国
豊かな海づくり大会」のプレイベントが予定されてい
ます。富山県を盛り上げるために、海王丸も張り切っ
て準備を進めてまいります。（た）
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