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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
運輸局長表彰
7月24日、第一イン新湊で「海の日」の海事功労
者表彰が行われました。長年、海事思想の普及に貢献
した実績を評価され、「海王丸ボランティア一同」が
北陸信越運輸局長表彰を受賞しました。代表で若林さ
んに出席していただきました。いただいた表彰状と今
年度の「海の日」の総帆展帆時に撮影した集合写真を、
海王丸船内の看護長室に飾っています。ぜひご覧くだ
さい。

荒木孝文さん
展 帆 で 海 王 ゴ ール ド 賞 受 賞

7月21日の「海の日」に行われた表彰式で、荒木
孝文さんが展帆ボランティアで史上２人目となる「海
王ゴールド賞」を受賞されました。これは海王丸の総
帆展帆に200回参加された方に対して行っている表
彰です。「海王ゴールド賞」以外にも展帆ボランティ
アは通算回数５０回ごとに、甲板ボランティアは２５
０時間以上の方を対象に表彰しています。
いつも、海王丸の活動にご理解とご協力をいただき
ありがとうございます。今後ともよろしくおねがいし
ます。

ボランティア表彰

受賞者

展帆ボランティア
◎海王ゴールド賞（総帆展帆参加２００回以上）
No.
２ 荒木 孝文
２０３回
◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上）
No.８０５ 安守
潔
１５７回
◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上）
No. ８３ 新田 茂男
１０３回
No.５２１ 本保 澄雄
１００回
◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上）
No.６４７ 清水
等
５８回
No.４７３ 細江 尚司
５１回 （敬称略）
甲板ボランティア
◎紺青賞（甲板作業参加２５０時間以上）
No.３７２ 若林 良作 ３５５時間
No.７０６ 色部 春夫 ３００時間 （敬称略）

☆総帆展帆⑦ ７月２１日（月・祝）
「海の日」に相応しい快晴となりました。今回の
総帆展帆では、「海の日」を祝して、展帆前に登し
ょう礼を実施しました。おかげさまで、海王丸パー
クは多くのお客さんで賑わい、船内の公開開始を待
つ行列ができていました。ボランティアの皆様、暑
い中での作業ありがとうございました。
◇天候 晴 ◇参加人数 ７５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⑧ ８月１０日（日）
台風の為中止
☆総帆展帆⑨ ９月２３日（日）
懸念されていた台風がそれて、新湊は気持ちの良
い天気でした。出席予定者が７４名と今年度最多で
あったのと、８月の中止を挟んで長い期間が空いた
ためか展帆参加者が多く、助かりました。
◇天候
晴 ◇参加人数
７２名
◇展帆状態 総帆
ﾎﾟｰﾄﾀｯｸ ｽｸｴｱ

海洋教室大盛況

７月～９月は、夏休みを挟んでいたこともあり、
１５回（１７団体）の海洋教室を実施しました。
総帆展帆
暑い日が続きましたが、子どもたちはカッターに
☆総帆展帆④ ６月 ８日（日）
乗って元気に海へ漕ぎ出したり、怖がりながらも
天気予報では雨の予報でしたが、幸いにも海王丸
果敢にマスト登りに挑戦していました。海王丸で
パークは天候に恵まれました。しかし、展帆参加者
の活動でおなかが減っていたようで、夕食のカレ
数が６０人を下回り、１人にかかる負担が非常に大
ーライスをたくさんおかわりしている姿も見ら
きくなってしまいました。参加してくださった皆様、 れました。今年度の海洋教室は残すところあと1
本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。 回となりました。事故等が無いよう実施して 参り
◇天候 曇 ◇参加人数 ５６名
ます。
◇展帆状態
ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ
ボランティア活動活性化会議
☆総帆展帆⑤ ６月２２日（日）
雨天の為中止
９月に、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。要点は以下のとおりです。
☆総帆展帆⑥ ７月 ６日（日）
６月２２日の総帆展帆が中止になってしま
・年度入りの胸名札について
い、この日が総帆展帆通算２１０回目となりま
ボランティア同士のコミュニケーション活性
した。所どころ雲が出ており、日陰になると涼
化に有効であるため継続していきたい。
しい一日でした。
◇天候 晴 ◇参加人数 ６５名
・若手ボランティアへの技術指導について
◇展帆状態 総帆 ｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞﾀｯｸ ｽｸｴｱ
海事課、ベテランボランティアにて継続して行
っていきたい。

６～9 月の行事報告

・広報について
ホームページやface bookなどを活用して、ボ
ランティアや帆船海王丸の広報に力を入れて
いきたい。
・総帆展帆の前日宿泊について
総帆展帆参加者が増えるよう、活用していただ
きたい。
・ボランティアの親睦について
ボランティアにて親睦を深めるツアーなども
計画していきたい。

退任のご挨拶
海事課主任
二等航海士
達見 和記
（たつみ かずのり）
早いもので、あっと
いう間の１年でした。
着任したばかりの昨年
１０月は、何もわから
ぬままに新規ボランティア訓練や海洋教室、総帆
展帆があり戸惑う日々でした。そこから ３月まで
は海洋教室や総帆展帆の準備に追われ、４月から
のハイシーズンは目まぐるしく過ぎてゆき、気が
付けば、乗船準備もままならないうちに９月を迎
えています。イベントの日にはよく雨に降られま
したが、これは海事課長の影響ではないかと都合
よく解釈しております。
海洋教室では多くの小学生と接する機会を頂
き、たくさんのエネルギーをもらいました。もと
もと子どもが好きなので、楽しんで過ごすことが
できました。
総帆展帆では練習船と違い、社会人の方と協力
をして作業を行いました。いろんな職業の方と接
することができ、学ぶことが非常に多い１年でし
た。
皆様にあたたかく見守られ、１年の任期を終え
ることができました。これもひとえに皆様の温か
いご支援の賜物と感謝しております。
最後になりましたが、海王丸に携わる皆様のご
多幸とご健勝を祈念いたしまして、退任 の挨拶と
させていただきます。

もらえるような日本随一の名所にしていきたい
と考えております。
１年という短い間ですが、精一杯勤め上げる所
存ですので、何卒皆様のご協力を宜しくお願い申
し上げます。

今後の行事予定

１０月１２日
１０月１３日
１０月１８日
１０月１９日
11月 １・ ２日
１１月 ２日
１１月 ３日
11月 8・ 9日
１１月８日～
１１月２８日
１１月２２日
１２月２１日
１２月２３日
１２月２９日～
１月３日

総帆展帆・満船飾
「全国豊かな海づくり大会」
プレイベント
親子展帆体験
秋のファミリーフェスティバル
「なご」クルーズ
総帆展帆（ボランティア運動会）
新規養成訓練
ミニ展帆
満船飾・ミニ展帆
アンベンディングセイル
船体整備期間（公開中止）
ボランティアの集い
餅つき大会 ※
特別公開
休館日

※

上記の予定は、都合により 変更又は中止となる場
合があります。
※ 「友の会」も参加

全国豊かな海づくり大会プレイベント
着任のご挨拶
海事課主任
二等航海士
田中 識啓
（たなか のりひろ）
平成26年10月1日付け
にて海事課主任、海王丸二
等航海士として着任しま
した、田中識啓です。
生まれは京都府、育ちは滋賀県です。海王丸パ
ークには、航海訓練所入所１年目の2010年8月
に青雲丸で入港し、その際、皆様と一緒に総帆展
帆をさせていただいた思い出や、諸先輩方から富
山の美味しい食べ物の話や楽しい思い出話など
を聞いており、かねてより勤務希望を出しており
ました。今回、待望の海王丸財団海事課主任とい
う名誉あるポストに着任させていただき、不安を
感じながらも歓喜に打ち震えているところ です。
これまで活躍してこられた諸先輩方の意志を継
ぎ、皆様とともに、この海王丸パークを一見の
方々にも、お馴染みの方々にもより一層楽しんで

１０月１２日は、「全国豊かな海づくり大会」
のプレイベントが海王丸パークで開催されます。
当日以下のイベントが予定されています。
・「さかなクン」トークショー
・ボンボコ舞（海上伝統芸能）
・漁船パレード
・六渡寺獅子舞
・曳山囃子
・稚魚の放流
・新湊曳山の展示
・射水市ふるさと物産フェア
・県警音楽隊演奏 など

「なご」クルーズ
１０月１８日は小さなボート「なご」を使って
クルーズを開催します。海王丸の周りを１周、所
要時間は約５分です。海から海王丸を眺めること
ができる数少ない機会です。参加は無料ですので、
ぜひご参加ください

総帆展帆

平成２６年度ボランティアの集い

今年の総帆展帆も、残すところあと２回となり
ました。１０月１２日は、展帆時刻を早めて、９
時３０分作業開始です。それに併せ受付も、８時
３０分開始とします。また、当日は前述のプレイ
ベント実施中に伴い、受付・着替え・ミーティン
グ等は全て海王丸で行う予定です。１０月１９日
は、予備日として設定していましたが、実施しま
す。また、同日の昼休みにボランティア運動会（１
時間程度）を予定しています。総帆展帆が雨天中
止となった場合には、１０時から運動会のみを開
催します。多くの方と交流できることを楽しみに
していますので、皆様是非ご参加ください。

今年1年間のご活躍に感謝の意を込めて、「ボラン
ティアの集い」を開催させていただきます。今年の総
帆展帆、甲板ボランティアを振り返り、ご歓談下さい。
なお、出欠につきましては、同封の返信ハガキにてお
知らせ下さい。
また、希望される方に2015年用海王丸カレンダー
を配布予定です。

日時：平成２６年１１月２２日（土）
１８時３０分～２０時（受付１８時～）
会場：大門総合会館 6F こぶしホール
射水市大門６７番地（駅徒歩 5 分）

今年最後の展帆体験
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 。

・駐車場には限りがあります。公共交通機関を
ご利用下さい。
※例年と時期が若干異なります。ご注意下さい。

午前
午後

総帆展帆前日の宿泊について

１０月１３日
１１：００～１１：４５
１４：００～１４：４５

アンベンディングセイル
１１月８日（土）、９日（日）にアンベンディング
セイル（帆を取り外す作業）を以下の通り実施します。
出欠につきましては、同封の返信ハガキにてお知らせ
下さい。皆様のご参加をお待ちしております。
日時：１１月８日（土）
、９日（日）
８時３０分 ミーティング（第１教室）
９時００分 作業開始
服装：総帆展帆に準じた服装
※更衣室は、海王丸船内後部の「ボランティア用更
衣室」となります。
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県外から参加している展帆ボランティアの皆
さまを対象に、総帆展帆前日に海王丸での宿泊が
できるようになりました。
ご希望の方はご連絡下さい。
TEL ：０７６６－８２－７０８４
E-mail：by-the-wind@kaiwomaru.jp

あ と がき
初めて広報の仕事を担当しましたが、構成や言葉遣
いに四苦八苦しました。少しでも見やすい紙面になる
よう心がけましたが、なかなかうまくいきませんでし
た。新しいことを学ぶよい機会を与えていただいたと
思っています。
引き続き「舵輪」のご愛読をお願いします。（た）
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