
１０月～１２月の行事結果 

全国豊かな豊かな海づくり大会 

 

平成２７年度ネプチュニアード  

優勝は・・・ 

富山マラソン２０１５ 

   

 

 

 

 

  
 
 
 
 

明けましておめでとうございます。
皆様にとって良い一年となります
よう、財団一同心からお祈り申し上
げます。本年もこれまでと変わらぬ
お力添えをいただきますよう、よろ
しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 １０月２４日（土）、

２５日（日）の２日間に 
わたり「第３５回全国豊
かな海づくり大会～富山

大会～」の関連イベント

「とやま豊かな海づくり
フェスタ in 海王丸パー

ク」が開催されました。 
海王丸パークでは、企画
展示コーナーやご当地
グルメ、お土産が購
入できる物産販売コ
ーナーが立ち並び、
ステージでは射水市
出身の歌手「水越結
花」さんによるライ
ブや東京海洋大学名
誉博士「さかなクン」
によるトークショー
等のイベントが行われました。２５日には総帆展
帆を実施し、稚魚の放流行事で行幸啓された天皇
皇后両陛下に美しい海王丸の姿を見て頂きまし
た。また、その際に参加したボランティア全員で
天皇皇后両陛下へお手振りも行いました。  
 
 
１１月１日、富山マラソン２０１５に合わせ、

今年度最後の総帆展帆を行いました。１万２千人
が参加して行われた「富山マラソン２０１５」。
新湊大橋がコースになったこともあり、多くのラ
ンナーや応援で来られた方に総帆展帆した海王
丸を見て頂けました。また、この富山マラソンに

海王丸ボランティアの神
田侑希さんも参加され、
見事４２．１９５ｋｍを
完走されました！！！  
２０１６年は１０月３０
日（日）に開催されるとの
こと。参加するランナー
の方々に海王丸の優雅な
姿を見ていただきましょう。（ゴール後の神田さん） 

 
 
 
富山マラソンも盛り上がっていましたが、こち

らも負けていません！！！年度最後の総帆展帆
と言えば・・・運動会ですよね！今年もお昼休み
を利用しシェルステージ横で開催しました。 
 
種目は、 
・輪投げ  
・椰子の実リレー 
・綱引き  
マスト対抗で競
い合い、各チーム
とも力を振り絞
り、手に汗握る展
開となりました。
そして見事なチームワークを発揮し、激闘を征し
たのは「フォアマストチーム」でした！来年はど
のマストが優勝するでしょうか。今から楽しみで
すね。 
これからも海王丸全体で見事なチームワークを
発揮し、海王丸を盛り上げて行きましょう！！！  

舵輪は(公財)伏木富山港・海王丸財団の機関誌です 
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ボランティアの集い 

絵画コンテスト 

もちつき大会 

アンベンディングセイル 

 
 
一年間のボランティア

活動への感謝の気持ちを
込め、11月2１日に「ボ
ランティアの集い」を大
門総合会館にて開催し
ました。６８名のボラン
ティアの皆様が出席し
て下さいました。また、
来賓として夏野射水
市長にもご出席いた
だき、ボランティアの
皆様への温かいお言
葉をいただきました。 
式の途中には精勤

賞の表彰式を行い、展
帆ボランティア代表宮田和郎さん、甲板ボランテ
ィア代表若林良作さんへ斎藤船長から感謝状と
記念品をお渡ししました。その他、紅白歌合戦出
場を秘かに狙っている（？）海王丸合唱団による
船歌披露やお楽しみ抽選会も行い、大いに盛り上
がりました。今年度の精勤賞受賞者は、展帆ボラ
ンティア（おおむね８割以上参加）は５３名、甲
板ボランティア（３５時間以上）は５名の方々で
した。まだ感謝状と記念品を受け取られていない
方は、海王丸パークにお越しいただいた際にお渡
ししますのでお声掛け下さい。 

なお、今年度の精勤賞の記念品はトートバックと
海王丸特製キーホルダーです。 

 

平成２７年度精勤賞 受賞者名（敬称略） 

【展帆ボランティア】 ５３名 

☆荒木  孝文 ☆磯辺  富次 ☆伊東  可志郎 

☆大川  雅永 ☆土居  正輝 ☆中屋  明 

☆新田  茂男 ☆高澤  昭二 ☆宮越  謙三 

☆湊  信雄 ☆森田  恵子 ☆高田  正二 

☆金森  進 ☆牧野  佳子 ☆牧野  実 

☆水口  勝務 ☆山谷  實 ☆近藤  恵津子 

☆原井  節子 ☆武田  信幸 ☆中谷  巧 

☆池崎  勝己 ☆中島  紀明 ☆若林  良作 

☆長谷川  道子 ☆今井  雄治 ☆吉田 勇一 

☆高木 昌彦 ☆白井 孝雄 ☆渡辺 博英 

☆細江 尚司 ☆中松 芳宏 ☆本保 澄雄 

☆和田 耕一 ☆大納 武 ☆山形 博英 

☆清水 等 ☆畠中 和弘 ☆坂口 孝子 

☆浅井 保明 ☆色部 春夫 ☆駒津 宣丈 

☆米谷 賢太 ☆清水 康光 ☆山﨑 次平 

☆堀井 義正 ☆川崎 邦吉 ☆中島 誠 

☆新井 志保 ☆浅野 真由美 ☆浜浦 ゆり子 

☆宮田  和郎 ☆安守  潔 

海王丸ボランティアの皆様、一年間ありがとう
ございました。これからも海王丸を盛り上げてい
くために、更なるご協力をよろしくお願いします。 
 
 
第１９回「ぼくらの夢帆船」帆船海王丸絵画コンク

ールの表彰式が、１１月３日（祝）に行われました。 
 総計３５５点の応募作品の中から１９点の優秀作
品が選出されました。 

 
 
 

最優秀作品（低学年の部） 最優秀作品（高学年の部） 
棚田 泰成くん（３年）  内野 優太郎くん（６年） 
 
 
１１月７日にアンベンディングセイル（すべて 

の帆を取り外す作業）を行いました。２９枚全ての帆
を外し、海王丸も冬支度をしました。取り外したセイ
ルは補修をした後、セイルストアへ収納しました。参
加してくださったボランティアの皆様、ありがとうご
ざいました。 

 
 
１２月２１日、年末恒例、友の会主催「もちつ

き大会」を行いました。海王丸乗船口で、４０kg
の炊き立てのお餅をつきました。当日は晴天に恵
まれ、大変盛り上がりました。お餅の他に野菜た
っぷりの豚汁も振舞われ、参加した方々からは笑
顔がこぼれていました。 

【甲板ボランティア】 ５名 

★色部 春夫 ★若林 良作 ★今井 雄治 

★川崎 邦吉 ★虎谷 博 



平成２７年を振り返って 

総 帆 展 帆 

新規ボランティア 

海 洋 教 室 

 
 
 
平成２７年度の総帆展帆は雨天で中止になっ

た日もありましたが、計９回（計画１０回）実施
することができました。通算としては２２３回と
なりました。これもひとえに皆様の温かいご支援
のおかげと感謝しています。 
平成２７年に北陸新幹線が開通したことを受

けて、海王丸パークにも多くの方が来場されまし
た。総帆展帆を見られたお客様からは「綺麗な海
王丸を見ることができてよかった。また来たい。」
との嬉しいお言葉を頂いております。 
平成２８年度も多くの方々に美しい海王丸を

見てもらえるよう、事故や怪我がないよう皆で力
を合わせていきましょう。今後共、ご協力よろし
くお願いします。 

 
平成２７年、宿泊海洋教室は１８回、日帰り海

洋教室は２回、合計２７団体1１５８名が参加し
ました。初めて団体生活をする子供もおり、最初
は不安そうにしていた子も、帰る際には楽しかっ
たと言って下船していきました。子供たちは１日
でも成長するのだなと感じました。今後も多くの
子供たちにとって海王丸が“成長の場”になれば
良いなと思います。今回の経験を通し、海や船に
興味を持ってくれる子供が増えることを期待し
ています。また、海洋教室を開始してから合計３
０９３０名の方が参加されています。 

 
 
平成2７年度は新たに１８名の方がボランティ

アとして登録されました。登録者合計６９６名。
（201６年1月1日現在）もう少しで７００名で
す！！！また、総帆展帆だけではなく、船内ガイ
ドや船体整備をする甲板ボランティア活動も行
っています。皆様のご参加をお待ちしています。 
 

 
 
海王丸８6歳の誕生日（進水記念日）を記念す

ることと、「恋人の聖地」のＰＲとして２月6日
から１４日の１週間、パワーバレンタインウィー
ク２０１6を実施します。期間中はカップル（恋
人、夫婦、親子、友達など）限定ですが、乗船料
が半額になります。１４日については、海王丸の
誕生日ということで、乗船料が無料！さらに夜間
公開も実施します。バレンタインデーの夜間公開
で普段なかなか味わえない海王丸を堪能されて
はいかがでしょうか。 
≪夜間公開≫ 
 18:00～20:00 
 ※終了30分前までにご乗船下さい 
なお、2月１０日（水）は休館日です。 

 
 
 

12月２３日、１月１１日に続き、２月１４日平
成２７年度３回目の普段公開していない場所へ
の特別公開を行います。セイルを作っている作業
場や、食料庫そして機関室など普段は立入禁止区
域となっている場所を乗組員が案内いたします。
下の写真は機関
区 域 の も の で
す。１日で計４
回、以下の時間
に 実 施 予 定 で
す。各回先着３
０名様までとな
っ て い ま す の
で、お早めにお
越し下さい。 
  
≪特別公開≫ 
・受付場所：海王丸第一教室 
・参加費 ：無料 
※海王丸進水記念日のため乗船料も無料です。 

 

2 月６日～ 

2 月 14 日 
パワーバレンタインウィーク 

2 月 14 日 

特別公開（非公開区域） 

進水記念イベント（満船飾） 

進水記念日（夜間公開） 

2 月 15 日～ 

3 月 31 日 

船体整備期間 

（海王丸船内見学・イルミネ

ーションは中断します） 

公開準備作業 

4 月９・１０日 
ベンディングセイル 

ボランティア宿泊研修 

4 月 15 日 鯉のぼり・ミニ展帆① 

4 月 17 日 総帆展帆① 

４月２3・２4 日 新規養成訓練① 

☆パワーバレンタインウィーク in2016☆ 

特別公開（非公開区域） 

今今後後のの行行事事予予定定   



 
 
今年も総帆展帆に備え、セイルの取り付け作業

（ベンディングセイル）を行います。多くのボラ
ンティアの皆様のご参加をお待ちしております。
併せて宿泊研修を実施します。展帆に関して実技
経験をしたい、もう一度作業手順を復習したい等、
知識・技術向上を目指す為の研修です。海王丸の
船内に宿泊できる貴重な機会です。是非ご参加く
ださい。部屋や食事等の準備がありますので、事
前に返信ハガキにてお知らせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4月２３・２４日（土・日）に平成２８年度、

第１回目の新規養成訓練を行います。現在は５名
の方が新規養成訓練待ちの状態です。今年度もボ
ランティアの方がどんどん増えることを願って
います。また、皆様のお近くでボランティアに興
味をお持ちの方がおられましたら、是非お誘い下
さい。より多くの方に海王丸を、そして船を知っ
てほしいと思っています。たくさんのご応募お待
ちしています。 
 
 
 
 
現在、総帆展帆実施の有無やその他連絡をメー

ルにて送らせて頂いております。まだメールアド
レスを登録されていない方はメール件名欄にボ
ランティア番号とお名前を記載の上、下記アドレ
スまで送信して頂けるようにお願いいたします。
また、アドレスを変更されており、こちらから送
信できない方がいらっしゃいます。お手数ですが、
再度登録申請をして頂けますようお願いいたし
ます。 

アドレス：by-the-wind@kaiwomaru.jp 

 
 
展帆ボランティアの皆様に、毎年健康状態の確

認を行っています。登しょう作業を安全に実施す
るにあたって、乗組員が留意すべき点がないかを
確認することが目的です。その年の総帆展帆初参
加時に行います（当日配布）。ご協力をよろしく
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。 
 
 
以下の日程で講習会を計画しています。 

「海王丸のガイドをやりたい！」という方はもち
ろん、「ガイドはちょっと・・・でも話を聞いて
みたい。」という方も大歓迎です。※現在ガイド
をして下さっている方も安全管理の話をします
ので、参加して下さい。 
 
日程：3月20日（日） ①10時～ ②14時～ 
集合場所：船内第１教室 ＊船体整備期間中のた
め、乗下船は関係者通路にてお願いします。  

 
 
これまで海王丸財団では、「エコキャップ推進

運動」に協力して多くのエコキャップを回収して
きましたが、昨年からエコキャップの回収運動を
中止しております。これまで、ご協力いただいた
ボランティアの皆様ありがとうございました。  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
早いもので、富山県に来てからもう３ヶ月が経

ちました。海づくり大会やその他イベントがたく
さんあり、充実した日々を送っています。恐れて
いた雪も暖冬の影響で積もっておらず、今のとこ
ろなんとかなっています。この３ヶ月、富山の美
味しい食べ物やお酒を飲み食いしていたおかげ
（？）で体重が右肩上がりに上昇中です。食べる
だけでなく、運動もしっかり行い、春からの展帆
に備えたいと思います。 
 本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。（こ）

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://www.kaiwomaru.jp 
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【ベンディングセイル・宿泊研修】 
 
実施日時：平成２8年４月9日、１0日（土、日） 
     ８時３０分～１６時３０分 
 
・着替え場所は船内となります。 
 両日とも、８時３０分より海王丸第一教室にてミ
ーティングを行います。 

 
※宿泊研修も兼ねていますので、宿泊の有無も併せ
て同封の返信ハガキにてお知らせください。 

※宿泊される方は、作業に参加可能な日の記載も忘
れずに行って下さい。 

 

ベンディングセイル 健康状態の確認について 

新規養成訓練① 

ガイドボランティア講習の開催について 

お知らせ 

ボランティア掲示板 

メール配信について 

エコキャップ推進運動の中止について 

 「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。投稿方法はハガキ・封

書・ＦＡＸ・メール・口頭、何でもＯ.K.

です。 

どしどしご投稿下さい！！ 

あとがき 



 


