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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
着任の挨拶
総務課長
八坂 和明（やさか かずあき）
総務課長に就任しました八坂
です。以前は富山県検査室に所
属していました。現在は富山市
内に住んでいるのですが、海王
丸パークから見る立山連峰がこ
んなに綺麗だとは知りませんで
した。さらにはすぐ傍に新湊大
橋もあり、それらに囲まれてい
る海王丸の雄大さも一層引き立っているように感じ
ます。このような日中に見られる海王丸も素敵ですが、
個人的には夜のライトアップされた海王丸も神秘的
で大好きです。今後の海王丸パークの発展に尽力して
いく所存です。よろしくお願い致します。

せんでした。
ここは、前に働いていた人から聞いた話より静かに
思えます。海があり山があり何かのんびりしていそう
な所です。
仕事内容は今までやった事、初めてやる事、まだ始
まったばかりですが、ここの仕事を引き受けた以上一
生懸命頑張りたいと思います。分からないこともたく
さんあると思いますが、先輩の指導の下で頑張りたい
と思います。よろしくお願いします。

海事課 技術員
内村 圭太（うちむら けいた）
この度、航海訓練所から出航でき
ました内村圭太です。出身は静岡で
す。富山での生活を楽しみに来まし
たが、初めてのことで右も左もわか
りませんがどうぞよろしくお願い
します。趣味は特別ありませんが、
海事課長（一等航海士）
富山での生活でいろいろな事を体
大坂 篤志（おおさか あつし）
験・経験し吸収していきたいと思います。
４ 月 1日 付 け で 海事課 長 と し
富山での仕事も初めてのことばかりなので、ご迷惑
て着任しました、大坂篤志です。 をおかけすると思いますが、皆様のご指導の下で頑張
ほとんど雪の降らない岡山県で生
っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま
まれ育ちました。平成１９年～２
す。
１年の間、姉妹船でもある初代日
本丸に勤務しました。初代海王丸
海事課 技術員
の勤務は初めてとなりますが、そ
盛 優希（もり ゆうき）
の経験を活かし、海王丸パークの発展、海王丸の保守
この度、４月１日付でお世話に
整備に精一杯頑張りたいと思います。最後になります
なることとなりました技術員の盛
が、ボランティアの皆様の力があってこその海王丸だ
優樹です。
と考えております。今後ともどうぞよろしくお願い致
１８歳で船乗りとなり、６年目
します。
にして初めての陸上勤務で期待と
不安でのスタートです。さて、赴
海事課 業務技師
任しましてまだ数日ですが「初代
豊島 昭一
海王丸」の美しさと、それに負けない富山の海と山の
（とよしま しょういち）
大自然に魅了されつつあります。
この度、富山の海王丸財団にお
この「海王丸」で働けることに誇りを持ち、精一杯
世話になることになりました。
頑張りつつ、また、この機会に余暇には観光やフィッ
船に乗って４２年、途中陸に出
シング、スキーなどで北陸を堪能したいと考えていま
向したこともありましたが、仕事
す。皆様よろしくお願いいたします。
場は東京近辺でした。まさか富山
で働く事になるとは思っていま

退任の挨拶
総務課長
竹丸 譲
平成２３年４月から３年間本
当にお世話になりました。公私
ともに激動の３年間でしたが、
楽しい時間を過ごすことができ
ました。在任中の間、公益財団
法人に変わったり、海王丸の大
規模修繕を行ったり、新湊大橋
が落成・開通したりなど、船の
専門用語を覚えたり、いろんな団体出身者の方と働か
せてもらったり、様々の貴重な経験をさせていただき
ました。特に、ここの海王丸が海原を走る姿や海王丸
のいない海王丸パークを見たのは本当に珍しい経験
だと思います。
しかし、一番の思い出は、海王丸が総帆展帆したと
きの美しい姿が間近で何回も見られたということで
す。帆を張っていない美しい海王丸もたくさん見まし
たが、やはり、総帆展帆の姿が一番ですね。いろんな
総帆展帆の姿を見させてもらい、写真にも納めさせて
いただきました。（ここ海王丸パークで勤めて、趣味
の一つに写真が加わりました（笑）
）立山連峰と新湊
大橋と海王丸が合わさった風景は絶景です。その風景
や総帆展帆を複数回見られるというのはここの勤務
の醍醐味ですね。また、在任中の間に、総帆展帆の通
算２００回という貴重な節目に立ち会うことができ
たのも、本当に幸運でした。高いところでの危険な作
業や帆を上げること自体重労働であると思いますが、
何回もたずさわられた方々もいることに頭の下がる
思いです。本当にありがとうございました。
海王丸並びに海王丸パーク、海王バードパーク並び
に新湊マリーナなど当伏木富山港・海王丸財団、地元
射水市のご発展を心よりお祈りしております。重ねて
感謝申しあげます。本当にありがとうございました。

海事課長（一等航海士）
岩元 省吾
早いもので任期の 2年が間
もなく終わろうとしており
ます。歴代の一等航海士の大
半が財団勤務経験のある方
でしたが、私は全く初めての
財団勤務であったため、分か
らないことばかりで、皆さま
には大変ご迷惑をお掛けし
たことと思います。平成２４
年４月に着任以来、皆様には公私ともに大変お世
話になり、誠にありがとうございました。
振り返ってみますと、まずは約 10年の歳月を
かけて、2012年９月に日本海側最大の２層構造
の斜張橋 である新湊大橋が完成しました。 11月
下旬には、船齢100歳まで生きた船として保存管
理することを目標とした、 15年ぶりとなる海王
丸の回航及び大規模修繕工事を実施しました。年
をまたぎ３カ月におよぶ大工事でした。海王丸の

居ないパークは非常に寂しいものでした。2013
年１月に海王丸パークが県内３箇所目となる「恋
人の聖地」として認定されました。更に４月には、
平成27年に行われる「全国豊かな海づくり大会」
のメイン会場として決定され、これから更に海王
丸パークの賑わいが期待されます。まさに富山県
及び射水市が大きく飛躍していく時期に、微力な
がら勤務できたことを心より感謝いたします。
海王丸ボランティアは日本の状況と似て、（少
子？）高齢化が進んでおります。また、財団は予
算縮小の一途をたどっておりますが、海王丸ボラ
ンティアと財団職員が皆で知恵を出し合ってボ
ランティア活動を活発に維持し、海王丸パークを
盛り上げていって下さい。
私は航海訓練所での海上勤務に戻りますが、こ
れからも帆船海王丸を愛する者として、陰ながら
応援して参ります。これから富山で知り得た知識
経験を活かし、若き船乗りを育てて行きたいと思
います。
最後になりましたが、貴重な経験を与えてくれ
た海王丸、そして海王丸を維持するために、欠く
ことのできない海王丸ボランティアの皆様に感
謝を申し上げます。
海事課 業務技師
原口 正一
3月31日をもって海王丸財
団を退任いたします。ここでの
勤務は3年間と短いものでは
ありましたが、よき思い出もた
くさんできました。
ボランティアの皆様には大
変お世話になりました。海王丸
のボランティア活動に熱心なことには、頭が下がる思
いです。総帆展帆が皆様の協力により実施され、大勢
の人々に親しまれているのを見られたのは良かった
と思っています。航海訓練所と海王丸財団では幾分違
いもあり戸惑う事も多々ありましたが、皆様にはお世
話になりありがとうございました。ごきげんよう。
海事課 技術員
尾形 章
3月31日をもって海王丸財
団を退職、航海訓練所に復帰す
ることになりました。
早いものであっという間の
三年間でした。今回、七年振り
の財団勤務でした。懐かしい顔
ぶれの方々にお会いでき、お元
気だったのは喜ばしいことでした。前回にはなかった
新しい企画やイベントなどがあり、楽しみながら勤務
をさせていただきました。また、着任の挨拶にも書き
ました「きれいな海王丸を見てもらえるように」は自
分なりに精一杯、整備できたのではないかと思います。
今後も、海王丸パークに来て下さったたくさんのお
客様に楽しんでもらえる海王丸パークになるのを願
い、退任の挨拶とさせていただきます。

海事課 技術員
池田 拓海
この度、航海訓練所
に復帰することになり
ました。今回、初めて
の財団勤務という事で、
初めは分からない事や
戸惑いがありましたが、
だんだん月日が経ち海洋教室などイベントも楽しく
活動できました。これからも船で富山に来ることがあ
ると思います。またボランティアの皆様に、元気に会
える日を楽しみにしています。今回は２年間という短
い間でしたが、今までできなかった事にも挑戦したり、
本当に楽しく過ごすことができて富山県を好きにな
りました。本当に２年間お世話になりました。
海竜マリンパーク
ハーバーマスター
脇方 直弘
7年間無事に勤めることがで
きましたのは、皆さんのご協力と
ご支援があったからだと思いま
す。ありがとうございました。
この間に台風の直撃などいろ
いろな事がありました。今でも心
に残っていることは富山湾特有の5mを超える「寄り
回り波」に見舞われたことです。
「寄り回り波」は四方沖シーバースに勤務中100㎜
の係留策を2本同時に切断された苦い経験がありま
す。徹夜で監視体制をとり事前に係留策の取り直し、
増取りで何とかお客様の大切な艇には損傷を与える
ことはありませんでした。
また、この間に貴重な勉強をさせていただきました。
マリーナでは数少ないと思いますが、出廷記録が5年
間で30日以上あればマリーナ発行の乗船履歴証明書
その他必要書類を準備して渡します。各自で伏木運輸
支局に申請をすれば、更新講習を受けることなく約1
0分で新免許が交付されます。
北陸総合通信局にはマリンVHF海岸局開局申請、
利用者の船舶局開局申請書類を作成して申請を行い、
船舶無線局の免許状の交付を受けました。また、通信
局の要請で第3級海上特殊無線技士の受講者を募り、
講習会を開催して受講者34名全員がめでたく合格さ
れました。
最後に、皆様のご健勝とご多幸をお祈りいたしまし
て退任のあいさつとさせていただきます。

役時に使用されてい
て、現在は使用して
いない回路を取り外
し、スリム化を図り
ました。１回で船内
全てを出来ませんの
で、区画分けをして
実施しています。今
回は第一教室や船長
室などを行いました。
来年度以降も引き
続き計画的に行って
いきます。

新規養成訓練
４月５、６
日に今年度
第一回目の
新規養成訓
練を行いま
した。新しく
登録してい
ただいた浜
浦ゆり子さ
んです。宜し
くお願いし
ます。

今後の行事予定
4月20日
５月３日～6日
５月 ３日
５月 ４日
５月 ５日
５月１７・１８日
５月２５日
５月３１日～
6月1日
６月 ８日
6月１５日
6月２２日
6月２８・29日
７月 ６日

総帆展帆①
ちびっ子天国
カッター・セイリング教室
展帆体験
総帆展帆②・満船飾
新規養成訓練
総帆展帆③
新規養成訓練
総帆展帆④
展帆体験
総帆展帆⑤
新規養成訓練
総帆展帆⑥

１月～３月の行事結果
パワーバレンタインウィーク
2月8日（土）～2月14日（金）の1週間は、「パ
ワーバレンタインウィーク」と銘打って恋人たちを応
援しました。2月14日には、恋人たちから事前に受
け付けたメッセージ入りの記念乗船券を発行し、祝福
しました。
また、乗船料半額や無料という事もあり、多くの方
が海王丸を訪れました。

電路工事
2月15日～3月10日にかけて、海王丸の船内の電
気配線を取り替える工事を行いました。さらには、現

※都合により、変更又は中止となる場合がありま
す。

総 帆 展帆
いよいよ総帆展帆が始まります。海王丸を大き
くはばたかせましょう。今年は帆に新たな仕掛け
をしました。広げたときにだけ見ることができま
す。総帆展帆日の１２時～２時の間にご覧くださ
い。

新規養成訓練

親子工作教室、フリーマーケット、などなどイベ
ント目白押し。

平成 26年度、第２回目の新規養成訓練が５月
１７日から始まります。今年度も多数のご応募を
お待ちしております。

展帆体験

カッター・セイリング教室
小さなボートを漕いだり、帆走（セイリング）
をしてみませんか。５月３日に以下の時間で行い
ます。（参加は小学４年生以上）

海王丸ボランティアでなくても帆を張る体験
ができます。小学生以上（小学生は保護者同伴）
で参加でき、定員は各３０名です。運動のできる
服装（運動靴含む）でご参加ください。 （無料 ）
５月４日、６月１５日
午前 １１：００～１１：４５
午後 １４：００～１４：４５

健康状態の確認について
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
登しょう作業を安全に行える状態か確認し、乗組
員が留意すべき点がないかを見つけ出すのが目
的です。その年の総帆展帆初参加時に行います。
ご協力よろしくお願いします。代わりに健康診断
書を提出いただいても構いません。

エコキャップ運動
日時
参加費

５月３日（土）０９：３０～１１：５０
１３：００～１５：５０
小・中学生 ２００円
高校生以上 ４００円

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。
みなさまのご協力をよろしくお願いします。

ちびっ子天国

海王丸ボランティア 会員特典

今年も「ちびっ子天国」やります。

この度、海王丸ボランティアで総帆展帆に参加
してくださった方に海王丸無料乗船券をプレゼ
ントいたします。ご家族やご友人を誘って海王丸
を自慢してください。

あとがき

期間は５月３日～５月６日のゴールデンウィ
ークです。おもちゃＳＬや屋台、縁日コーナー、
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今年は例年になく、雪の少ない冬だったそうです。
相当覚悟をして、米を３０ｋｇ買い溜めしていたので
すが少し拍子抜けしました。
やっと暖かくなってきて、晴れの日も増えました。
天気が良くなると気分までよくなりますね。休みの日
は春の陽気に誘われて外出してしまいます。総帆展帆
も近くなり、そろそろ体も疼き出してきました。みん
なで海王丸を盛り上げていきましょう。よろしくお願
いします。（た）

公益財団法人 伏木富山港・海王丸財団
〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地
ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１
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