第１４１号
２０１５年春 発行

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
海事課 業務技師
掛野 洋二
（かけの ようじ）
長年の航海訓練所生活を
終えて、前任者である小網
さんの後を継ぎ伏木富山
港・海王丸財団にお世話に
なることになりました、掛
野洋二と申します。富山の
大自然、海の幸を満喫し、
もう少しの間一人暮らしを
初代海王丸と共に楽しんで
いきたいと思っています。
微力ではありますが、私の出来ることをこつこつと
やって行きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

海事課 技術員
川瀬 弘志
（かわせ ひろし）
４ 月 1日 付 け で 伏 木
富山港・海王丸財団に配
属になりました、川瀬弘
志です。実は今回１２年
振り、２回目の富山赴任
となります。皆様覚えて
おいででしょうか。１２
年前から様々な所に足
を運びましたが、やはり、
この立山連峰の絶景や
富山湾の海の幸など、ここでしか味わえないもの
が富山にはたくさんあり、大変楽しみにしており
ます。また、海王丸があと１５年で１００歳にな
るということで、整備にも力を入れて頑張りたい
と考えております。前任者同様、励んで行きたい
と思っておりますので、これから２年間、またよ
ろしくお願いいたします。

海事課 技術員
今村 政博
（いまむら まさひろ）
この度、４月１日付
けで伏木富山港・海王
丸財団に配属になりま
した、今村政博です。
平成１７年４月から平
成２０年３月までこち
らでお世話になり、今
回が７年振りで２回目
の勤務となります。
海王丸パークからの海
王丸と立山の山々を見
た時は、「富山に戻って来た！」とヒシヒシと実感し
ました。今は業務が終わると、生活道具を揃えるため
に車で新湊中を走り回っており、なかなか新生活をス
タートさせられていない現状です。
久しぶりの陸上生活に慣れるまでご迷惑をおかけ
することとは思いますが、前任者同様よろしくお願い
いたします。

海事課 技術員
伊藤 大貴
（いとう だいき）
この度、４月１日付で
伏木富山港・海王丸財団
に配属になりました、伊
藤大貴です。
富山には、２代目日本
丸で一度入港して以来
なので、わからない事だ
らけです。これから始ま
る一人暮らし、初代海王
丸での仕事、地元が関東なので初めて直面する本格的
な雪など、色々と不安がいっぱいです。しかし、来た
からには生活も仕事も全力で取り組む所存でありま
す。色々とご迷惑をおかけすることもあるかとは思い
ますが、頑張りますので、どうぞよろしくお願いいた
します。

退任の挨拶
海事課 業務技師
小網 洋志則
ボランティアの皆様
に挨拶する機会がない
ので紙面でお別れさせ
てもらいます。本当は昨
年の１２月１４日に魚
津の新川文化ホールの
壇上から挨拶する気で
いましたが、それも叶い
ませんでした。
皆様とお会いしてか
ら、もう５年が過ぎました。最初はセイルドリル時の
パワーに圧倒されましたが、今はそれなりの時間でヤ
ードが上がっていますね。ただ、海王丸が大好きだと
思う気持ちは今でも同じに感じられます。最初は一緒
にマストに登り、色々お手伝い出来ましたが、後半の
２年間は膝の怪我でご迷惑の掛けっぱなしで申し訳
なかったです。特にジガーマストの人達にはおんぶに
だっこで「ありがとう」としか言えません。退職した
ら皆さんと一緒にボランティアをしたかったのです
が、後遺症でこの先も出来ないと思います。
それでは、皆様のご健康と新しくボランティアが増
えますことを祈りながら失礼させて頂きます。今まで
ありがとうございました。
海事課 技術員
津波 誠
この度、３月３１日付
けで伏木富山港・海王丸
財団を去ることになりま
した。２年間という短い
間でしたが、ボランティ
アの皆様には大変お世話
になりました。総帆展帆
をはじめ様々なイベント
では皆様と楽しく活動す
ることが出来ました。
ボランティアの皆様の
協力で白い翼を広げた海王丸の優美な姿を多くの
見学者に見ていただけて心より感謝いたします。４
月から航海訓練所に復帰することになりました。財
団での勤務は楽しい思い出ばかりで、去るのが寂し
いです。また皆様と富山でお会い出来る日を楽しみ
にしています。最後に皆様のご健勝とご多幸をお祈り
いたしまして、退任の挨拶とさせていただきます。

アの皆様には、ご指導ご鞭撻を賜り、ありがとうござ
いました。
この間、日々の整備作業を始め、総帆展帆、海洋教
室、大規模修繕に伴う入渠等、貴重な体験をすること
が出来ました。建造８５年という年を迎え、老朽化に
よる海王丸の環境の変化が大きくなり、財団の業務も
ますます重要性を増すことと思います。１００年目を
無事に富山で迎えられることを、心より願っている次
第です。
ボランティアの皆様の今後のご活躍とご健勝、ご発
展を心から祈念して退任のご挨拶とさせていただき
ます。本当にありがとうございました。

海事課 技術員
中山 保昭
３月３１日をもって、
伏木富山港・海王丸財団
を退任することになり
ました。あっという間の
2年間でしたが、貴重な
経験が出来て、楽しく過
ごすことが出来ました。
海洋教室などわからな
い事だらけでしたが、皆
様に助けていただいて
本当に感謝しています。
また、財団勤務中に総帆展帆２００回達成という節目
に立ち会えたというのも幸運に思います。
今後も海王丸の活躍が続くことを願い、退任の挨拶
とさせて頂きます。2年間ありがとうございました。

海事課 技術員
秋山 光輝
この度、航海訓練所
練習船団への復帰に伴
い、伏木富山港・海王
丸財団を去ることにな
りました。平成２４年
以来３年間にわたり、
初代海王丸での職務に
小網さん、津波さん、秋山さん、中山さん、
かかわらせていただき、 どうもありがとうございました！！
財団およびボランティ

井富山県知事もライダ
ーとして参加されまし
た。

観光交流賞受賞！
４月２０日、『恋人の
聖地プロジェクト』を展
開しているNPO法人地域
活性化支援センターから、
観光交流賞を受賞しまし
た。全国132か所の「恋
人の聖地」の中から「恋
人の聖地」のコンセプト
を活かした顕著な活動を行った団体に対し観光
交流大賞を送ることになり、海王丸パークを含む
7か所が大賞候補に選ばれておりました。 今回の
受賞に関しては、「海王丸ウェディング」や「パワ
ーバレンタインウィーク」、帆船海王丸のライトア
ップによるプロポーズに相応しいロマンティックな
環境作りへの取り組みが評価されました。
これまでの行事結果

パワーバレンタインウィーク
２月７日から１４日の間パワーバレンタインウィ
ークを実施しました。実施期間中はたくさんのカップ
ルが乗船してくれました。
また１４日には、夜間公
開を行うとともに、船内
第一教室にて富山県出身
のアーティストによる弾
き語りライブも行いまし
た。多くの方に参加して
いただき、大盛況となり
ました。

鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式
４月１０日、海王
丸パークに「鯉のぼ
り」を掲揚し、「花
の迷路」を開設しま
した。当日は、八幡
保育園の園児達２
２名や富山県、射水
市のマスコットキ
ャラクターの、きと
きとくんとムズムズくんをお招きしました。子供達は
花に親しみながら「花の迷路」にチャレンジし、最後
に海王丸を見学していきました。
なお、「花の迷路」につきましては、今後８月上旬
に他の種類の苗に植え替え、１０月中旬ごろまで来園
者に楽しんでいただくことにしています。

富山湾岸サイクリング 2015
４月１９日に、富山湾が『世界で最も美しい湾クラ
ブ』に加盟したことを記念して、海王丸パークをスタ
ートとゴールにした、『富山湾岸サイクリング201
5』が開催されました。参加された５２０名の方々は
45kmと152kmの２つのコースに分かれ、富山湾岸
の風景や頬に当たる潮風を堪能されたようでした。石

総帆展帆①（２１５回目）
待ちに待った総帆
展帆の時期がやって
きました。今年は７年
振りに帆を全て新し
くしました。４月１９
日に行った今年度一
回 目の総 帆展帆 では 、
７２名のボランティ
アの皆様がご協力く
ださいました。真っ白な帆を広げた海王丸の姿を
見 学 に 来 て く だ さ っ た お客様に披露することが出
来ました。
今年度は大きなイベントがたくさんあります。皆様
ご協力のほど、よろしくお願いします！
今後の行事予定
５月３日～6日
５月 ３日
５月 ４日
５月 ５日
５月１６・１７日
５月２４日
６月６日・７日
６月１４日
７月11日・12日
７月２０日
７月２６日

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②
総帆展帆③
新規養成訓練③
総帆展帆④
新規養成訓練④
展帆体験・満船飾
総帆展帆⑤

※都合により、変更または中止となる場合があります。

新規養成訓練
平成2７年度は第１回、第２回ともに、すでに
予約が入っております。ボランティア皆様のお知
り合いの方もお誘いしてみてください。今年度も
多数のご応募をお待ちしております。

ちびっ子天国
５月３日～５月６
日のゴールデンウィ
ークに「ちびっ子天
国」を開催します。
バギーカーやパンダ
トレイン、縁日コー
ナーなど子供達が楽
しめる遊具の他に、
カッター・セイリン
グ教室、展帆体験、クラシックカーの展示、モデ
ル撮影会などの楽しいイベントも企画されてお
りますので、遠慮なくお越しください！

祝！世界で最も美しい湾クラブ加盟！
昨 年 １ １ 月３ 日 、
海王丸パーク内に
て、『世界で最も
美しい湾クラブ』
加盟記念モニュメ
ントの除幕式が執
り行われました。
あいにくの雨模様
でしたが、富山県
知事や射水市長が
出席されました。

どこの湾でも申請すれば加盟できるの！？
とんでもございません！本部の厳しい条件を
満たした所のみ加盟できるのです。
今回富山湾が特に評価された点は、天然のいけ
すと呼ばれる多様な生態系や蜃気楼、海底林だけ
ではなく、海越しに望む立山連峰などの美しい景
観もあったようです。それら全てをふまえて、富
山湾の代表として湾のランドマークである我ら
が海王丸パークにモニュメントが置かれること
になりました。
さて、今号の特集はいかがでしたでしょうか。
これを機に皆様とともにますますパークも海王
丸も盛り上げていこうではありませんか ！

お 知 ら せ
健康状態の確認について
また、海竜マリンパーク
からクルーザーも７艇
駆けつけてパレードを
行いました。前号の表紙
も飾ったこのモニュメント、そしてこのクラブ、
皆さんはどこまでご存じでしょうか。今回はそん
な、最近海王丸パークの巷を賑わせている『世界
で最も美しい湾クラブ』にスポットライトをあて
てみることにしました。
そもそも『世界で最も美しい湾クラブ』
ってなんなの！？
１９９７年に設立された、本部をフランスのヴ
ァンヌ市に置く、湾の自然や固有性を保全する責
務と経済発展の両立を確保しながらその地域に
住む人々の生活様式や伝統を尊重することを 活
動理念とした非政府組織です。
他にどこの湾が加盟しているの！？
全世界２５の国の３７ヶ所の湾で、具体的には
世界遺産のフランス・モンサンミッシェル湾、ベ
トナム・ハロン湾のほか、アメリカ・サンフラン
シスコ湾など世界の名立たる名所があります。
もしかして、日本では富山湾が初めて！？
残念ながら、富山湾は日本海側では初めてです
が、日本では二ヶ所目の加盟湾です。一ヶ所目は、
かの松尾芭蕉の句、「松島や ああ松島や 松島
や」で有名な宮城県の松島湾で、２０１３年 12
月６日に加盟しました。

展帆ボランティアの皆様に、毎年健康状態の確
認をしています。ボランティアの皆様が登しょう
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 のコピー
等を提出いただいても構いません。

海王丸ボランティア 会員特典
昨年同様、総帆展帆に参加してくださった方に５枚
の海王丸招待券をプレゼントいたします。ご家族やご
友人を海王丸に招待してあげてください。

ポケットカレンダーできました
例年作成している、ポケットカレンダーを同封
しました。また、手帳やご自宅のカレンダー
に総帆展帆日をチェック出来るように半透明の
海王丸シールを作成しましたので同封していま
す。総帆展帆日を確認する際にご活用ください！

ボランティア掲示板

「舵輪」では、ボランティア皆様からの投稿記事
を随時募集しております。海王丸にまつわる逸
話・日常で出会ったちょっとイイ話・豆知識など
など、なんでも結構です。投稿方法もハガキ・封
書・ＦＡＸ・メール・口頭、何でも来いです！
どしどしご投稿下さい！！
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