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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
今年の夏は例年になく暑かったです
が、皆さん夏バテはしていませんか？
２０１６年も残すところあとわずか
です。体調管理に気を付けながら、
残りの総帆展帆を頑張りましょう！
７～９月の行事結果

総帆展帆
総帆展帆⑤
（２２８回目）
☆実施日 ７/３１（日）
☆参加人数 ６５名
☆天候 晴
☆風 North ５m/s
☆気温 ３２℃

総帆展帆⑥
（２２９回目）
☆実施日 ８/２１（日）
☆参加人数 ６９名
☆天候 晴
☆風 ＮＷ ５m/s
☆気温 ３５℃

総帆展帆（９月１８日）
この日に予定してい
た総帆展帆は秋雨前線
の影響で残念ながら中
止となりました。海王
丸パークは土砂降りの
雨、イベントも中止に
なりました。

富山新港新湊まつり花火大会
７月３１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。海王丸パーク
には多くの見物客
が来場し、大変盛り
上がっていました。

セイル裁断
８月３日に射水市立放生津小学校の体育館を
借り、海事課メンバーでセイルの裁断を行いまし
た。床に長さの目安となるシールを張り、決めら
れた長さ 通りに帆布を切っていきます。今年は、
アッパートップになる帆布を裁断し、現在船内で、
海事課メンバーが手縫いでセイルを作成してい
ます。

海と日本 PROJECT in 富山

CM 出演！！！

し、現在展示されています。魚津水族館に行かれ
た際は、海王丸産ハナオコゼを探してみてはいか
がでしょう！

秋のファミリーフェスティバル
９月１８、 19日に海王丸パークにて秋のファ
ミリーフェスティバル２０１６が予定されてい
ましたが、１８日は雨天のため中止となりました。
１９日は雨も止み、家族連れをはじめ、多くの方
で賑わっていました。

新規ボランティア訓練⑤、⑥
海王丸が「海と日本PROJECT in 富山」のＣ
Ｍにて放映されました。
海活インタビュー「帆船・海王丸船長 斎藤重
信さん」篇）として、ＴＶ放送及びインターネッ
トで視聴できます。斉藤船長のインタビューだけ
でなく、総帆展帆をしているボランティアの雄姿
も映っています。まだ、ご覧になられていない方
は当財団のFACE BOOKにもアップしておりま
すのでご覧ください。

８～９月に２回の新規ボランティア養成訓練が実施
され、合わせて７名の方が仲間に加わりましたのでご
紹介します。
【平成２８年度 第５期生】

？？？海と日本PROJECTとは？？？
さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、と
きに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてく
れる海。そんな海で進行している環境の悪化など
の現状を、子供たちをはじめ全国の人たちが「自
分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアク
ションの輪を広げていくため、日本財団、総合海
洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オール
ジャパンで推進するプロジェクトです。
（海と日本PROJECTホームページから引用）

（前列左から）中山修一さん、泉銀次郎 さん

海王丸パークでゲット！！！
９月上旬、海王丸パーク（海王丸の周り）で面
白いものをゲットしました。
海王丸周りの海面を清掃していた市谷甲板員
が捕まえたのですが、最近流行しているポケモン
ではなく、海に生息するハナオコゼという魚です。

～ハナオコゼ～
ハナオコゼ(花虎魚、Histrio histrio)はカエル
アンコウ科ハナオコゼ属に属する魚類。ハナオコゼ
属は単型。亜熱帯・熱帯海域の流れ藻(主にホンダ
ワラ属)の間で生活する。
富山湾には八月から十月ごろにかけて、海流に
乗って海藻とともに流れ着くことがしばしばあ
るそうです。
この捕獲したハナオコゼは魚津水族館に寄贈

【平成２８年度 第６期生】
（前列左から）増田由喜子さん、𠮷 田園代さん、
翁友美さん、井田佳世子さん
（２列目中央）磯田義明さん
この日は、小幡優子さん、浜浦ゆり子さんが展
帆スキル向上のため訓練に参加されました。
９月で平成２８年度の新規養成訓練は終了し
ました。今年度は１８名の方がボランティアに登
録をされました。皆エネルギーに溢れた楽しい
方々です。ベテランボランティアの皆様、総帆展
帆で同じ配置になりましたら、作業など優しく教
えてあげてくださいね。

今後の予定
10 月 10 日

ミニ展帆

10 月 16 日（日）

総帆展帆⑦
総帆展帆⑧

10 月 30 日（日）

満船飾
富山マラソン🏃

11 月 3 日

ミニ展帆

１１月５・６日

アンベンディングセイル

１１月５～
２５日

船体整備期間（公開中止）

11 月１９日（土）

ボランティアの集い

12 月１８日（日）

餅つき大会

12 月 23 日

特別公開（非公開区域）

参加費は無料、野鳥観察指導員による野鳥の解説
があります。天候も良くなり、渡り鳥も飛来して
いて、多種多様な鳥を見ることができます。ご家
族やご友人をお誘いあわせの上、ご来園ください。
アンベンディングセイル
海王丸も冬支度をはじめます。
１１月５日（土）、
６日（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）を実
施します。出欠につきま
しては、同封の返信ハガ
キでお知らせ下さい。皆
様のご参加をお待ちし
ております。

日時：１１月５日（土）、６日（日）
０８時３０分 ミーティング（第１教室）
０９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。

平成２８年度ボランティアの集い

1２月２９～
１月３日

休館日

１０月３０日の交通規制について
１０月３０日（日）は平成２８年度最後の総帆
展帆になっています。また、昨年度同様、富山マ
ラソンも開催されます。それに伴い、海王丸パー
ク周辺も交通規制が行われます。

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、同封の返信ハガキでお知
らせ下さい。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。
希望される方に201７年用海王丸カレンダーを配
布予定です。

日時：平成２８年１１月１９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）

交通規制の詳細については、富山マラソン実行
委員会にお問い合わせください。

探鳥会へのお誘い
１１月１３日（日）及
び１２月１１日（日）に
海王バードパークにて
探鳥 会が開催され ます。
・時間：
午前８時３０分～
午前１０時３０分
・場所：
海王バードパーク
観察センター２階

・駐車場には限りがあります。できるだけ公共交
通機関をご利用下さい。

毎年恒例餅つき大会！！！

貴婦人館オープン

１２月１８日（日）に友の会主催「もちつき大
会」を行います。つきたてのお餅と温か豚汁を食
べながら、平成２８年の思い出を語り合いましょ
う！多くの方のご参加をお待ちしております。

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

『みんなで冬を楽しもう～♪』
ボランティアＮｏ．４０１今井

雄治氏

展帆ボランティアの皆様へ
『みんなで冬を楽しもう～♪』！と題して、 寒い季
節のイベントを今年も考えています。
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考えて
います。
イベントの詳細につきましては、総帆展帆日やアンベ
ンディングセイルのときにお知らせいたします。
皆様からのご意見等ありましたらお聞かせください。
宜しくお願い致します。

９月１０日（土）に海王丸パーク内に新しく『貴婦
人館』がオープンしました。１階は土産物店になって
おり、帆船模型やボトルシップなど、船や海に関連す
るグッズが販売されています。また、マグカップやフ
ラワーブーケなどの雑貨や万葉線を走るトラムにち
なんだドラえもんグッズも多く取り揃えています。
２階は喫茶店で、喫茶メニューやうどんなどの軽食
を、海王丸や新湊大橋を見ながらいただくことができ
ます。
営業時間
喫茶店 ・・・１１：００～２１：００
お土産店・・・１１：００～１６：００
（定休日は水曜日）

投稿記事募集中！
「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います。
イベント情報、海王丸にまつわる逸
話・日常で出会ったちょっとイイ話・
連絡事項など、何でも結構です。
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

（昨年度のイベント時に撮影）
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朝夕はかなり冷え込んできましたね。寒さに弱
い筆者は、海洋教室で痛めた喉（大声の出しすぎ）
が原因で風邪をひいてしました・・・皆さまは体
調崩されてはいないでしょうか。私ごとですが 、
勤務の予定が変更になり、今年の１２月いっぱい
まで海王丸で勤務することになりました。もう
しばらくお世話になりますのでよろしくお願い
します。
（こ）
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〒９３４―００２３ 富山県射水市海王町８番地
ＴＥＬ ０７６６－８２－５１８１
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