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総帆展帆

この度、海王丸ボランティアが平成２６年「海の日」
海事関係功労者表彰（北陸信越運輸局表彰）を受ける
ことになりました。この表彰は、海事関係事業の振興
または発展に尽力し、その功績が特に顕著であった団
体が選出されます。これまでの皆様のご協力の賜物で
す。今後も総帆展帆等ご協力よろしくお願いします。

４～６月の行事結果
鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園
４月２０日に今年度第１回目となる総帆展帆を実
施しました。５月５日のこどもの日は残念ながら雨で
中止となりましたが、５月２５日、６月８日に第２回、
第３回を実施しました。参加ボランティアのみなさん
が少なくてちょっぴり寂しい気がしましたが、多くの
お客さんに来ていただき、熱い声援を頂きました。ま
た、フォアマストに「恋人の聖地」ロゴを張り付けし
ました。

４月１１日に地元の幼稚園児たちが参加して、鯉の
ぼり掲揚式を行いました。同時に花の迷路も開園し海
王丸パークも春の訪れを感じています。

探 鳥 会①
海王バードパークでは、定期的に講師をお招きして
探鳥会を行っております。４月２７日に今年度第一回
の探鳥会を行いました。寒い冬が終わり飛来する野鳥
の数も増えてきており、みなさん楽しそうに双眼鏡を
覗いていました。
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５月３日～６日に「ちびっこ天国」が開催され
ました。５月３日は全国で富山と石川の２県だけ
が雨に降られる状況で、カッター・セイリング教
室は残念ながら中止。また、５月５日の総帆展帆
も雨のため中止と、さんざんなＧＷでした。そん
な不運に見舞われながらも、来場者数は９万８千
人と盛況でした。

５月２４日及び６月１４日の２回、活動を行い
ました。 船の機関士を目指す富山高専生たちが、
海王丸の実機を活用して勉強しています。学校が
休みの土曜日を利用して、熱心に機関整備の 技術
を磨いていました。

親子展帆体験

海洋教室スタート！

機関学同好会

小学生の親子を対象に展帆体験を行いました。海王
丸の帆を広げる経験を、より多くの人に体験してもら
おうという試みで始めました。５月４日、6月15日
の午前と午後に各１回、定員２０名でしたが、参加希
望者が多く途中で締め切らせていただきました。参加
できなかった方には申し訳ございません。

4、 ５ 、 ６ 月 は
１０回、海洋教室
を実施し１４団体
が参加しました。
射水市はもちろん
高岡市や魚津市、
立山町、県外から
は岐阜県関市、長
野県千曲市から参
加した小学生が、
マストに登ったり、
カッターを漕いで
海に出たりと元気
に活動していまし
た。みんなとても
熱心に勉強してい
て、帆船海王丸
だけでなく海
や船に対して
も詳しくなっ
たようです。

ボランティア活動活性化会議
５月２５日に、ボランティア活動の活性化を目
的に、対策会議を行いました。この会議も発足か
ら２年が経ち、メンバーも大幅に入れ替えて新た
なスタートを切りました。今回は顔合わせと現状
の確認を行いました。みな様よろしくお願いしま
す。
マスト代表者（敬称略）
フォアマスト
Ｎｏ．６８５ 森 由衣子
Ｎｏ．６９０ 浅井 保明
Ｎｏ．７４２ 清水 康光
Ｎｏ．７４７ 澤田 実希

新規養成訓練

登檣礼（とうしょうれい）

６月２８日、２９日に新規養成訓練を行いまし
た。あいにくの天候でしたが、なんとか登しょう
訓練を実施でき、新しく５名の方がボランティア
登録されました。みなさんよろしくお願いします。

品川

（配置順）
裕希さん、小野宏さん、森田克則さん
高山碧さん、大谷咲季穂さん

今後の行事予定
７月 ６日
７月１２・１３日
７月１９日～
7月21日
７月１９日
７月２０日
７月２１日
８月 ２・３日
８月 ３日
８月１０日
８月１３日
9月 ３日～
9月16日
9月23日
９月２７・２８日

総帆展帆⑥
新規養成訓練
パークフェスティバル
カッター教室
展帆体験
総帆展帆⑦・満船飾
新規養成訓練
ミニ展帆
総帆展帆⑧
特別公開
船体整備期間

総帆展帆⑨
新規養成訓練
全国豊かな海づくり大会プレイ
１０月１２日 ベント
総帆展帆⑩・満船飾
１０月１３日 ミニ展帆・展帆体験
１０月１８・ 秋のファミリーフェスティバル
１９日
１０月１８日 カッター・セイリング教室
１０月１９日 総帆展帆予備日
１１月１・２日 新規養成訓練

※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
総帆展帆シーズンも間もなく半分が過ぎよう
としています。しかし、夏に向かうこれからが本
番です。熱中症に気をつけましょう。

７月２１日の海の日に登檣礼を実施します。時
間は総帆展帆前の１０時からです。それに伴いま
して、総帆展帆は２０分程開始を遅らせます。ご
了承ください。また、10月12日の総帆展帆は「全
国豊かな海づくり大会」のプレイベントという事
で、展帆を1時間早める予定です。
※写真は平成２５年
＜登しょう礼＞とは？
登しょう礼とは全乗組員がヤード上にのって
相手に敬意を表す事を言い、帆船では最高の儀礼
とされています 。大型の 船が活躍し始めた当時、
船といえば帆船であり軍艦でした。上の写真のよ
うに、乗組員全員が相手船から見えるヤード上に
登るという事は、大砲を打つ砲撃手が船内にいな
いことを意味します。つまり相手船に対して「私
たちはあなたに敵意はありません」というメッセ
ージに使われました。

ボランティア表彰
毎年、海の日にボランティアの方に対して表彰
（通算参加回数に応じて）を行っています。今年
は７月２１日の展帆終了後（１２時頃）に行いま
す。平成2年から開始した総帆展帆は２０９回目
を数えますが（平成26年6月末現在）、そのうち
200回以上参加されている方もいます。表彰基準
は以下の通りです。
展帆ボランティア
表彰名
参加回数
紺青（こんじょう）賞
５０回
海王賞
１００回
海王シルバー賞
１５０回
海王ゴールド賞
２００回

甲板ボランティア
表彰名
紺青賞
海王賞
海王シルバー賞
海王ゴールド賞

参加時間
２５０時間
５００時間
７５０時間
１０００時間

親子展帆体験
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）
定員は各回２０名です。
（参加費無料、当日受付）
運動のできる服装でご参加ください。実施の３０
分前から海王丸の前で受付を行います。

午前
午後

７月２０日（日）
１１：００～１１：４５
１４：００～１４：４５

平成２６年度「ボランティアの集い」について
平成２６年度のボランティアの集いの日時等
が決まりましたのでお知らせいたします。ボラン
ティアの集いは、当財団から海王丸ボランティア
の方々に対して今年一年の感謝の意を表して行
います。詳細は次号にてお知らせいたします。

日時：平成２６年１１月２２日（土）
１８時～１９時３０分
会場：射水市大門総合会館 ６F こぶしホール
富山県射水市大門６７番地
総帆展帆の予備日について
１０月１９日は総帆展帆の予備日となっておりま
したが、総帆展帆を実施することとなりました。これ
は、すでに今年度の総帆展帆が２回、雨天中止となっ
たためです。

健康状態の確認について

海王丸では「展帆ボランティア」はもちろんで
すが、セイルの作製や海王丸の整備を手伝ってく
ださる「甲板ボランティア 」も受付けています 。
海王丸ボランティアの構図は以下のようにな
っており、展帆ボランティアに登録していただい
た方は誰でも甲板ボランティアとして活動がで
きます。以前は甲板ボランティアの方だけで海王
丸のセイルを作製していたこともあります。日時
の指定はなく、随時受け付けております。空いた
時間に、海王丸の整備作業を手伝ってみようとい
う方は事前にご一報ください。
海王丸ボランティアの構成

海王丸ボランティア
展帆ボランティア
甲板ボランティア

万葉集全二十巻 朗唱の会 参加者募集
高岡市古城公園で開かれる「万葉集朗唱の会」
に参加される海王丸ボランティアの方を募集し
ています。「朗唱の会」とは、 特設水上舞台で、
万葉集全20巻4,516首の歌のすべてを、リレー
方式で歌い継ぐイベントで、今年も海王丸ボラン
ティアの有志で団体申し込みをする予定です。
日程

展帆ボランティアのみなさんに、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 んが
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。

総帆展帆の中止連絡について
総帆展帆の実施の可否をホームページ上及び
登録されたメールアドレスで連 絡しております。
実施可否の判断が当日の午前８時ですので、みな
さんにお電話を 差し上げる時間がございません。
総帆展帆の実施可否連絡を希望される方は、お手
数ですが下記メールアドレスへ「総帆展帆の実施
可否連絡希望」の旨をご送信下さい。Ｅ－ｍａｉ
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ｌにてお知らせいたします。電話でのお問い合わ
せも受け付けております。
甲板ボランティア募集のお知らせ

10月

4日（１９：００）

詳細はボランティアNo.０８３、新田さんへお
問い合わせください。0766ｰ44ｰ7286（平日は
夕方以降）

あ と がき
総帆展帆が始まり賑やかな季節となりました。しか
し、昨年の10月に着任以来、総帆展帆の日に3回も
雨に降られてしまい少し責任を感じています（6回中
3回：好天率５０％）。また、海洋教室も盛りだくさ
んで、慌ただしい日々を送っています。土日は特に海
王丸の乗船者も多く、なかなか入場者も途絶えること
がありません。
なお、今年から総帆展帆日は、小学生の入場料が無
料になりました。多くの人が海王丸パークを満喫して
いただければ本望です。（た）
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