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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
４月～６月の行事結果
船体・係留鎖塗装工事

総帆展帆②（２１６回目）
☆実施日 ５/５（火・祝）
☆参加人数 ６４名
☆天候 快晴
☆風
ＮＮＥ ３m/s
子供の日で、お客様が非常に多い中での実施となり
ました。それもあってか皆さん非常に張り切っておら
れ、いつもよりも声もパワーも出ていたように感じま
した。

４月中旬から５月上旬まで船体及び係留鎖の塗装工
事を行いました。代船の上に足場を組んでから船体の
白塗装や、船尾の唐草模様の塗装などを行いました。
また、高所作業車なども駆使して普段の整備では届か
ないような所も実施し、『海の貴婦人』よろしく、バ
ッチリ今年一年の数々のイベントに向けてドレスア
ップを済ませました。

総帆展帆②・③・④

総帆展帆③（２１７回目）
☆実施日 ５/２４（日）
☆参加人数 ５６名
☆天候 晴れ
☆風
ＮＥ ２m/s
気温が２５℃と少しずつ高くなってきた中での実施
となりました。前回に比べて、参加していただいた皆
さんの人数が少ないように感じました。
総帆展帆④（２１８回目）
☆実施日 ６/１４（日）
☆参加人数 ７５名
☆天候 晴れ
☆風
ＥＮＥ ５m/s

今年度で一番参加人数が多く賑やかな日となりまし
た。やはりたくさん来ていただけると作業もより早く
進むと実感しました。また、お昼休みには、かねてか
ら質問いただいておりました、船が沈んでしまう理由
について、船内第一教室で講演会を行いました。たく
さんの皆さんが参加してくださいました。
現在、熱中症対策のため、各マストに塩分補給タ
ブレットを配布し、午前と午後に１本ずつアクエリ
アスをお渡ししております。また、お昼休みにはギ
ア配置講習会など皆さんの疑問を払拭するようなイ
ベントも実施しておりますので、お誘い合わせの上、
どんどんご参加ください！

新規養成訓練
今年から海王丸ボランティアに加わった９名の新
しい仲間を紹介します。皆さん帆船に登るのは初めて
の経験だという方たちでしたが、びっくりするほど上
手に登っておられ、また座学も大変まじめに聞いて下
さり、この先とても心強い思いです！末永くよろしく
お願いします!！
【平成２７年度

第１期生】

祝！田中業務技師『瑞宝単光章』受章！
平成２７年４月２９日付けで発
令されました平成２７年春の叙勲
において、当財団の田中業務技師が、
『瑞宝単光章』を受章されました。
田中さんは５月１１日に皇居で天
皇陛下に謁見し、勲章を授与されま
した。

ボランティア宿泊研修・ベンディングセイル
４月１１日、１２日にボランティア宿泊研修をベン
ディングセイルと同時に実施しました。１４名の方が
参加されました。来年もたくさんの方のご参加をお待
ちしております。

ちびっ子天国
５月３日から６日までの４日間、前号でもお知
らせしました「ちびっ子天国」を開催しました。
残念ながら天候に恵まれず展帆体験は中止とな
りましたが、カッター・セイリング教室やパンダ
トレイン、クラシックカーの展示など、どのイベ
ントも大盛況で、海王丸パーク内は１０万人を超
えるお客様で賑わいました。

海王丸船上結婚式
５月９日に今年度初めてとなる結婚式が執り行わ
れました。
おどろいたことに、平成２５年４月２０日、
「恋人の聖地」認定後初の結婚式から全ての式が、晴
れの中で行われました。ブライドメイドの方も
「様々な会場で行って来ましたが、ここまで晴れが続
く会場は初めてです。」
とのことでした。これからも天候に恵まれ、多くのカ
ップルを晴れのもとでお祝いしたいと思います。
（左から）小泉邦昭さん、坂本憲史さん、高野奈津子
さん、宮田和郎さん、西田吉造さん
【平成２７年度

第２期生】

（左側２番目から）荒川翔太さん、岩城歌音さん、山
内誠也さん、浜潟ゆかりさん
当日は、浅野真由美さんもお手伝いに来てくれまし
た！

海洋教室スタート！
４月１６日の日本高周波鋼業株式会社の新人研修
を皮切りに海洋教室が始まりました！今年度も富山
県内外の小学校や児童クラブ、スポーツ少年団などか
ら多数のお申し込みをいただいております。
すでに参加した団体の児童たちは、カッター訓練、
マスト登り、手旗信号実習など、普段出来ないような
体験を通して、海や船に興味を持ってくれたようです。

今後の行事予定
７月２０日 親子展帆体験・満船飾
総帆展帆⑤
７月２６日
富山新港新湊まつり花火大会
８月６日 ＡＭ 海王丸・大成丸入港
８月８日 親子展帆体験
総帆展帆⑥
８月９日
（２代目海王丸とダブル展帆）
８月１０日 ＡＭ 海王丸・大成丸出港
８月１６日 ミニ展帆
９月２日～１１日 船体整備期間
９月１２・１３日 新規養成訓練⑤
９月１９日～ 秋の
２３日 ファミリーフェスティバル
９月２０日 親子展帆体験
９月２２日 総帆展帆⑦
１０月３・４日 新規養成訓練⑥
１０月１１日 総帆展帆⑧
１０月１２日 ミニ展帆
総帆展帆⑨
１０月２５日 満船飾
全国豊かな海づくり大会
１１月１日 総帆展帆⑩ 富山マラソン

『いっちゃん！リレーマラソンに参加しました』
ボランティア No.742 清水 康光氏

海王丸展帆ボラ
ンティアになって
４年目。何か、みん
なを巻き込んだ企
画を画策していま
したが、なかなか、
これといった企画
も出来ず、今日まで来てしまいました。そこで、ＫＮ
Ｂのいっちゃん!リレーマラソンに便乗し参加者を募
ったところ、６名の有志が集まりました。２．１Km
の周回コース１０周のハーフマラソンの部です。完走
はしましたが、完走１７５チーム中１４６位と少し成
績の方はいまひとつでした。しかし、皆様と楽しい一
日を過ごさせていただきました。参加していただいた
方はもちろん、応援に来ていただいた皆様に感謝いた
します。来年は、参加者２０人を目標に参加者を募集
し、なんとかフルマラソンの部にエントリー出来たら
と思っておりますので、よろしくお願いいたします！

※都合により、変更または中止となる場合があります。

ボランティア掲示板
『懐かしい顔が銀河丸で凱旋寄港！！』
ボランティア No.111 宮越謙三氏
航海訓練所の練
習船銀河丸が ４月
２２日に初代 海王
丸の南側の海 王岸
壁に寄港しました。
同船には、阿部
真二郎船長と 須賀
達彦Ｃ/Oが乗船
され、昇任後初航海の途中に寄港されました。お
二 人 と も 実 は 初 代 海 王 丸 の C/Oと し て 富 山 に 勤
務され、平成の大修理の準備作業に関わり、大変
ご尽力頂いた方と承知しております。この度の寄
港に際し、直接お礼を申し上げる機会を得て、大
変感激しました。
なお、銀河丸甲板部に以前初代海王丸に乗船し
富山で勤務されたことのある奥津孝文さん、古堅
浩正さん（お二方とも現職は甲板次長をされてお
りました）も乗船
され、元気な姿に
接し、旧交を温め
てまいりました。
４月２７日、銀
河丸の御安航を
祈念し、出港を見
送りました。

『この冬、みんなでスキーへ行きませんか！』
ボランティア No.401 今井雄治氏
暑い日が続きますが皆さんお元気にお過ごしでし
ょうか！皆さんへ暑い時に寒い季節のイベント企画
のお知らせです。閉じこもりがちな時期、冬の自然に
親しみながらボランティア同士の交流、親睦も深めら
れればとの企画を考えています。
入門者、初心者でも楽し
める内容にしたいと思い
ます。今回は告知だけです
が、次回の舵輪にはもう少
し詳しくご案内出来れば
と思います。みんなで楽し
く良い汗をかき
ましょう！

お 知 ら せ

ボランティア表彰

タモリカップ、今年は富山から！

毎年、海の日にボランティアの方に対して表 彰
「笑っていいとも」
（通算参加回数に応じて）を行っていますが、今
の終了から、はや1
年はイベントの関係で７月２６日の展帆終了後
年。毎日のお昼の顔
（１２時頃）に行います。平成 2年から開始した
だったタモリさんが、 総帆展帆は２１８回目（平成2７年6月末現在）
全国各地でヨットレ
を数えます。おどろくことに200回以上参加され
ースを開催している
ている方もいます。表彰基準は以下の通りです 。
事を皆様はご存知でしょうか？その名もタモリ
また、当日は全員で写真撮影も行います。多く
カップ！この「タモリカップ」は、海を愛するタ
の方の参加をお待ちしております。
モリさんが大会名誉会長となり、日本一楽しいヨ
展帆ボランティア
ットレースを掲げて2009年に静岡県・沼津の港
表彰名
参加回数
で開催されたのが始まりだそうです。年々参加者
紺青（こんじょう）賞
５０回
も増え、今年は全国4ヶ所での開催も決定してい
海王賞
１００回
ます。なんと今年度第一回目が富山の、しかも海
海王シルバー賞
１５０回
王丸のすぐ近くで行われるというのですから驚
海王ゴールド賞
２００回
きです！７月１９日のレース当日は海王丸の前
面海域でヨットによる開催パレードがあり、その
際にタモリさんが海王丸の一日船長となり、船上
甲板ボランティア
からパレードを観覧されます。
表彰名
参加時間
紺青賞
２５０時間
海王賞
５００時間
二代目海王丸・大成丸同時寄港
海王シルバー賞
７５０時間
来る８月６日、二代
海王ゴールド賞
１０００時間
目海王丸が３年ぶりに、
また去年４月に就航し
健康状態の確認について
た大成丸が、海王岸壁
に寄港します！新旧練
展帆ボランティアの皆様に、毎年健康状態の確
習船が日本海側で３隻
認をしています。ボランティアの皆様が登しょう
も揃うことは前代未聞のことで、着岸中 には９日
作業を安全に行える状態か確認し、乗組員が留意
のダブル展帆をはじめ様々なイベントが予定さ
すべき点がないかを見つけ出すのが目的です。そ
れております。また、１０日
の年の総帆展帆初参加時に行います。ご協力よろ
の出港の際には状況が良け
しくお願いします。代わりに健康診断書 のコピー
れば、登舷礼や登しょう礼も
等を提出いただいても構いません。
見られるかもしれません！
海王丸ボランティア 会員特典
予定の詳細は以下の通りで
す。
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
《同時寄港予定表》
友人を海王丸に招待してあげてください。
8/6 0930 海王丸入港 1030 大成丸入港
1100
8/8
8/9
8/10 1000

入港歓迎式
トリプル公開（３隻同時一般公開）
ダブル展帆
大成丸出港 1100 海王丸出港

以上です。まずは８月６日 11時から入港歓迎式
を行いますので、我等が初代海王丸の娘である、
二代目海王丸と大成丸を皆様でお出迎えしよう
ではありませんか！合わせて、８月１０日の出港
見送りもよろしくお願いします！！
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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！！

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
公益財団法人
伏木富山港・海王丸財団
ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１
〒９３４―００２３
富山県射水市海王町８番地
ＦＡＸ ０７６６－８２－５１９７
ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１
ＵＲＬ http://kaiwomaru.jp
ＦＡＸ ０７６６－８２－５１９７
ＵＲＬ http://www.kaiwomaru.jp

