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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
退任の挨拶
海事課主任（前）
二等航海士（前）
田中 識啓
（たなか のりひろ）
私が初めて伏木富山港に来
たのは２０１０年夏のこと
でした。当時青雲丸三席三
等航海士として初代海王丸
の向かい側の岸壁に着岸し
ました。その停泊中にタイ
ミングよく総帆展帆が行わ
れる、ということで青雲丸
に乗船していた実習生と一
緒に私も参加させていただ
きました。今考えれば、そ
れが皆様との出会いだった
な、と思います。初めての陸上勤務で不安だらけだっ
た着任早々に、あるボランティアの方が「どこかで会
ったことあるよね？前に総帆展帆に来られました
か？」と声をかけてくださったのを今でも鮮明に覚え
ております。皆様には総帆展帆だけではなく、ボラン
ティアの集いやネプチュニアード、もちつき大会など
様々なイベントを通してたくさんのことを勉強させ
ていただき、また本当にたくさんの方々に支えられて
ここまで来ることが出来ました。また６月にはボラン
ティア有志の方とリレーマラソンに参加させていた
だいたりと公私に渡ってお世話になりました。この場
をお借りして御礼を申し上げます。
私の着任中は、「美しい湾クラブへの加盟」・「タ
モリカップ」・「Ｗ展帆・トリプル公開」などたくさ
んのイベントが海王丸パークで開催されました。その
度に、海王丸と海王丸パークがどれだけ富山の人々に
愛されて誇りに思われているかを実感し、それと同時
に皆様の海王丸に対する熱意に感銘を受けておりま
した。心残りがあるとすれば、１０月に開催される『全
国豊かな海づくり大会』に参加できないことですが、
後任の伊藤二等航海士を含め、海王丸には私が言うに
はおこがましいくらい優秀なメンバーと熱意溢れる

ボランティアの皆様がおられますので、後はお任せし
たいと思います。
１年間という、本当に一瞬で過ぎてしまった、短い
期間でしたが、皆様とこの海王丸に関わることが出来
て本当に幸せでした。財団職員を始め、多くの方に支
えていただき、月並みな言葉で申し訳ありませんが、
本当にありがとうございました。
末筆ながら、皆様のご健康と今後益々のご発展を祈
念し、退任の挨拶とかえさせていただきます。

着任の挨拶
海事課主任
二等航海士
伊藤 洸太郎
（いとう こうたろう）
平成27年 10月1日 付
で海事課主任、海王丸二
等航海士として着任し
まし た伊藤洸太 郎 で す 。
生まれは佐賀県唐津市
です。実家が内航海運業をしていたことから船・
海に幼いころから親しんでいたため自然と船乗
りを目指すようになりました。地元の中学校を卒
業後、広島商船高専、東京海洋大学に進学し、 2
010年４月に航海訓練所に入所致しました。現在、
社会人６年目です。
富山県には今年４月に練習船銀河丸で初めて
寄港させていただき、富山の美味しい海産物をた
らふく食べさせていただきました。富山には海産
物の他にも良いところがたくさんあると伺って
いるのでとても楽しみです。
今回が私にとって初めての陸上勤務になりま
す。かねてより勤務希望を出しておりました海王
丸財団で勤務できることを大変嬉しく思います。
海事課主任という責任ある立場で多少不安もあ
りますが、これまで活躍してこられた諸先輩方同
様、皆様とともに、この海王丸パークを 盛り上げ
ていきたいと思っております。精一杯勤め上げる
所存ですので、何卒皆様の ご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願い申し上げます。

６～9 月の行事結果

ボランティア表彰

総帆展帆⑤・⑥・⑦

≪受賞者≫

総帆展帆⑤（２１９回目）
☆実施日 ７/２６（日）
☆参加人数 ８１名
☆天候 快晴
☆風 ＷＳＷ ４m/s
お昼休みには、海王丸パークで行われた新湊まつり開
会式に出席していただき、ありがとうございました。
またボランティア表彰の際には、まるで表彰者をお祝
いするかのように２機の自衛隊機F-15による展示
飛行のイベントも行われました。

展帆ボランティア
◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上）
No.０５７ 谷岸 清士
１５４回
No.３６４ 池崎 勝己
１５３回
No.４０１ 今井 雄治
１５６回
◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上）
No.２６７ 酒井
聰
１００回
No.５０３ 小泉 理恵
１００回
◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上）
No.３７３ 鷲北 英人
５０回
No.４９５ 由田 修司
５０回 （敬称略）
甲板ボランティア
◎海王賞（甲板作業参加５００時間以上）
No.３７２ 若林 良作 ５０３時間
No.７０６ 色部 春夫 ７４２時間
◎紺青賞（甲板作業参加２５０時間以上）
No.７５３ 川崎 邦吉 ２９５時間 （敬称略）

総帆展帆⑥（２２０回目）
☆実施日 ８/９（日）
☆参加人数 ８７名
☆天候 快晴
☆風 ＥＮＥ ４m/s
射水市合併10周年記念として練習船海王丸、大成丸
が入港し、W展帆を行いました。また今回は今年度で
最も参加人数が多く、賑やかな総帆展帆となりました。
皆様の活気は、２代目海王丸に乗っている実習生たち
負けていないと感じました。

7月2６日の総帆展帆のお昼休み、目の覚めるよう
な青空のもとでボランティア表彰式を行いました。式
では、これまで海王丸に多大な協力をいただき、所定
の総帆展帆参加回数・甲板ボランティア参加時間を超
えられた皆様に表彰状と副賞を贈らせていただきま
した。
受賞者の皆様、おめでとうございます！またいつも、
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願いいたします。

新規養成訓練
平成27年度の新規養成訓練は10月３，４日で終了
しました。今年度は第1期生から第5期生で合計18
名の方がボランティアとして登録されました。

総帆展帆⑦（２２１回目）
☆実施日 ９/22（火・祝）
☆参加人数 ７８名
☆天候 快晴
☆風 ＮＮＥ ８m/s

【第3期生 2名】
吉原 洸太さん、小島 恵美さん
【第4期生 2名】
温井 良典さん、湊啓 似子さん
【第5期生 2名】
野村 洋介さん、西本 尚史さん
末永くよろしくお願いします。

ボランティア掲示板
『みんなで冬を楽しもう～♪』
ボランティアＮｏ．４０１今井雄治氏
展帆ボランティア皆様へ
先にご案内していました｢寒い季節のイベント｣？で
すが、下記の内容で考えています。
題して『みんなで冬を楽しもう～♪』！
１．日程
２．場所
３． 内容

第3回目の訓練では小幡優子さんと浜浦ゆり子さ
んがお手伝いに来てくれました！ありがとうござい
ました。

平成２８年１月１０日（日）
『立山青少年自然の家』
歩くスキー、カンジキ等での自然散策
とミニツアー入門者、初心者の方には、
滑り方等の指導を致します。
４、参加人数 約２０名
５、参加費用 ３００円
６、持ち物
弁当、冬の活動に適した服装 等

※冬期、路面凍結のおそれが有りますので四輪駆動車
での来所をお願い致します。また、昼食は、屋外の
７月１８日、タモリカップの前夜祭にて斎藤船長が、
予定ですが天候の関係で施設内の可能性が有りま
タモリさんに海王丸の一日船長を委嘱されました。レ
す。尚、館内の食堂を利用出来ますが、別途料金・
ース当日は、タモリさんが海王丸に乗船し、前面海域
予約が必要です。屋外、屋内（食堂）のどちらが良
で開催されたパレードを観覧されました。
いかご意見をお聞かせ下さい。
写真右の委嘱状は現在、海王丸船内の航海科専任教
２０才台の方の参加を数名お願い致します。
官居室に展示しております。是非見に来て下さい。
参加希望の方のクロカン板、カンジキ等の所有を
把握しておきたいと思いますので、メモに記入して
頂けますと幸いです。クロカン板、カンジキは施設
での借用(無料)が可能です。(事前申し込みが必要)
尚、参加希望の方は展帆の日に直接受付いたします。
宜しくお願い致します。

タモリカップ富山

今後の行事予定
富山新港新湊まつり花火大会
７月２６日の総帆
展帆終了後、海王丸
と新湊大橋をバッ
クに、水中スターマ
インをはじめ約２
０００発の花火が
夏の夜空を彩りま
した。
大成丸・２代目海王丸着岸！
８月６日から１０日まで初代海王丸の向かいの海王
岸壁に航海訓練所の最新鋭の練習船大成丸と２代目
海王丸が寄港しました！着岸中は様々なイベントが
開催され、海王丸パークがとても盛り上がりました！
夜間も3隻の練習船と新湊大橋のライトアップが
とてもきれいでした。

10 月 11 日 総帆展帆⑧
10 月 12 日 ミニ展帆
総帆展帆⑨・満船飾
10 月 25 日
全国豊かな海づくり大会
総帆展帆⑩
11 月 1 日
富山マラソン
11 月７・８日 アンベンディングセイル
１１月７日～
１１月２７日

船体整備期間（公開中止）

11 月 21 日 ボランティアの集い
１２月 20 日 餅つき大会 ※

※

12 月 23 日 特別公開
１２月２９日～
休館日
１月３日
※「海王丸友の会」の方も参加
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。

全国豊かな海づくり大会

平成２７年度ボランティアの集い

10月25日（日）天皇皇后両陛下御臨席の下 、
海王丸パークにて「全国豊かな海づくり大会」が
開催されます。警備の関係上、事前にお申し込み
いただいた方のみの作業となります。当日は9時
45分から10時までに集合場所（受付）にお越し
ください。ID確認等もありますので、時間に遅れ
ないようご協力よろしくお願いします。なお展帆
作業は 12時３０分開始、畳帆作業は 15時15分
開始となります。
＊雨天等により総帆展帆が中止になった場合も、
両陛下への御手振り（14時47分頃を予定）を行
いますので、ご協力よろしくお願いします。

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2016年用海王丸カレンダー
を配布予定です。

日時：平成２７年１１月２１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）

アンベンディングセイル
１１月7日（土）、8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 7 日（土）
、8 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。

総帆展帆前日の宿泊について
以前にもお知らせした通り、県外から参加され
る展帆ボランティアの皆様を対象に、総帆展帆前
日に海王丸に宿泊できます。
ご希望の方はご連絡ください。
TEL
: 0766-82-7084
E-mail : by-the-wind@kaiwomaru.jp
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・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。
あとがき
この１年間、舵輪の編集を担当させていただいて、
実はあとがきを書くのはこれが初めてです。
舵輪の編集を任された時、参考に諸先輩方の記事を
見てみて、あまりの完成度の高さに「見なかったら良
かった」、と後悔しました。書くことが元々苦手な上
に、言葉遣いや記事のバランスなどわからないことだ
らけで、大変苦戦いたしました。春・夏・秋・冬の４
号が終わった今でもまだ自信と呼べるものは何ひと
つございません。そんな中、ボランティアの皆様から
『掲示板』への投稿にご協力をいただき、イベントで
お会いした時のちょっとした時間に「舵輪、上手に作
っているね。」とお褒めの言葉をいただいたことが大
変励みになり、ここまでやってくることが出来ました。
本当に感謝しております。
これからも引き続き「舵輪」のご愛読をお願いします。
（のり）

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
ＦＡＸ ０７６６－８２－５１９７
ＵＲＬ http://kaiwomaru.jp

