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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～７月の行事結果
鯉のぼり掲揚式・花の迷路開園式

4 月 14 日（金）に地元の幼稚園児たちが参加して、
鯉のぼり掲揚式と花の迷路開園式を行いました。
射水市のマスコットキャラクター「ムズムズくん」
も応援に来てくれました。
海王丸パークでは現在色とりどりの花が咲いてい
ます。パークにお越しいただいた際は是非、花の迷路
に迷い込んでみてはいかがでしょうか。

ちびっ子天国
5 月 3～6 日の 4 日間に海王丸パークではちびっ子
天国を開催しました。
「カッター・セイリング教室」、
「親子展帆体験」
、
「総帆展帆・満船飾」とイベント盛
りだくさんで、多くの方に海王丸パークを楽しんでも
らいました。
5 日の総帆展帆日は海王丸の一般公開時間が少な
いにもかかわらず、約 2000 人が乗船し海王丸を見学
され大盛況となりました。

多くの方に総帆展帆を見学してもらいました。

団体海洋教室
4月から海洋教室がスタートしました。今年も
多くの小学校や児童クラブ、スポーツ少年団から
参加申し込みをいただきました。海王丸でしか学
ぶことのできない体験をすることで、 1人でも多
くの方に船や海に興味をもってもらえるよう、財
団員一丸となって対応していきます。

（海洋教室訓練風景）

総帆展帆
今年は天候に恵まれ全ての行事が中止になる
ことなく開催されています。そのなかでも特に総
帆展帆①は雲ひとつない晴天で、春らしい気候の
中で海王丸をはばたかせました。
総帆展帆に参加していただいた、ボランティア
の皆様ありがとうございました。今年も海王丸は
絶好調です。

新規ボランティア養成訓練・再訓練
4～6月に3回の新規ボランティア養成訓練を実
施し、新たに 6名が仲間に加わりました。これか
ら、すえながーくよろしくお願いいたします。
【平成29年度 第1期生】
左側（２/Ｏ）

登しょう礼練習
７月２日（日）に登しょう礼の最後の練習を実
施しました。その日の朝は天気予報で降水確率８
０％とかなり高く、「今日はマストに登る練習は
できないかなぁ」と心配していたのですが、ボラ
ンティアの皆様の日頃の行いが良いせいか、練習
中に雨は降ることはなく、時たま雲の隙間から太
陽が顔をのぞかせていました。

中央（新規）
徳市 朱美さん
右側（再訓練）
湊 啓似子さん

【平成29年度 第2期生】

練習も斎藤船長から一発合格をいただきまし
た。後は「海の日」を成功させるだけです。

左から

大成丸の 江口 三等航海士 （ 飛 入 り 参 加 ）
島 颯太さん
清水 優斗さん
＜後列は海事課メンバー＞

【平成29年度 第3期生】

左から、(2/O)
松井 誠さん 加藤 将之さん 中塚 ゆかりさん（新規）
浜潟 ゆかりさん（再訓練）

すでにボランティア登録されている方も、 新規
訓練の同日に再訓練を実施していますので、希望
される方はお知らせ下さい。

幸せのベル結婚式
この度、結婚を予定し
ている方、事情があって
結婚式を挙げていらっし
ゃらない方を対象に、海
王丸の「幸せのベル」を
鳴らして、手作りの結婚
式を挙げてもらう「幸せ
のベル結婚式」を始めた
ところ、６月１１日（日）
に元甲板長網島重胤さん
の娘夫婦が挙式をされました。

海王丸パークフェスティバル 2017
７月１５日（土）から７月１７日（祝）までの
３日間、パークでは海王丸パークフェスティバル
２０１７を行い多くの方が海王丸パークに来ら
れました。
期間中、海上自衛隊ミサイル艇「はやぶさ」が
入港し、海上保安庁巡視船「やひこ」と２隻合わ
せての一般公開が行われました。
海王丸では「親子展帆体験」や「海王丸船長と
一緒に写真撮影」「登しょう礼」「総帆展帆」な
どの様々なイベントを実施しパークを盛り上げ
ました。
夏の暑い時期ではありましたが、多くの方に海
や船の魅力を伝えられたと思います。親子展帆に
参加した小学生の子供達には「１５歳になったら、
もっと大きな帆を開くことができる展帆ボラン
ティアになれるよ」と、すかさず勧誘もしました。
１０年後が楽しみです。

タモリカップ

今年度の受賞者

展帆ボランティア（敬省略）
◎海王ゴールド賞（総帆展帆参加２００回以上）
No.１１１ 宮越 謙三
２０５回

７月１６日に国内最大規模のヨットレース「タ
モリカップＴＯＹＡＭＡ」を今年も海王丸パーク
で開催しました。タモリさんが海王丸の一日船長
を務め、レースに参加される５６チームにエール
を送りました。
海王丸乗組員もイベントを全力でサポートし
ました。

◎海王シルバー賞（総帆展帆参加１５０回以上）
No. ７８ 中屋 明
１５５回
No.１１４ 湊 信雄
１５３回
No.２３０ 田口 松男
１５５回
No.２７４ 牧野 実
１５１回
No.２７７ 近藤 恵津子
１５３回
No.４１６ 吉田 勇一
１６４回
No.４３４ 白井 孝雄
１５１回
◎海王賞（総帆展帆参加１００回以上）
No.３４５ 中谷 巧
１０８回
No.３５３ 早瀬 修一
１０６回
◎紺青賞（総帆展帆参加５０回以上）
No.５５７ 臼田 和吉
５１回
No.６４２ 岩坪 仁之
５０回
No.６８１ 坂口 孝子
５０回
No.７０７ 駒津 宣丈
５５回

甲板ボランティア（敬省略）
《 記念にタモリガールと写真撮影 》

ボランティア表彰
毎年、海の日にボランティアの方に対して表彰
（通算参加回数及び甲板作業時間に応じて）を行
っています。今年は７月１７日の展帆作業終了後
のお昼休みを利用して行いました。
平成 2年から開始した総帆展帆は２３６ 回目を
数えますが（平成２９年７月１７日現在）、その
うち２００回以上参加されている方もいます。ま
た、甲板案内ボランティアにも積極的に参加いた
だき、１０００時間を超える方もいます。
それぞれの表彰基準は以下の通りです。
展帆ボランティア
表彰名
参加回数
紺青（こんじょう）賞
５０回
海王賞
１００回
海王シルバー賞
１５０回
海王ゴールド賞
２００回
甲板ボランティア
表彰名
参加時間
紺青賞
２５０時間
海王賞
５００時間
海王シルバー賞
７５０時間
海王ゴールド賞
１０００時間

◎海王ゴールド賞（甲板作業参加 1000 時間以上）
No.３７２ 若林 良作 １２００時間
No.７０６ 色部 春夫 １４６０時間
◎海王賞（甲板作業参加 500 時間以上）
No.４０１ 今井 雄治 ５１０時間
No.７５３ 川崎 邦吉 ６７０時間

海の日・登しょう礼・総帆展帆⑤・満船飾

海の日を祝して海王
丸展帆ボランティアに
よる「登しょう礼」を
実施しました。今年の
チアリーダーは No.388
長谷川 道子さんです。

今後の行事予定（８～１０月）

ボランティア掲示番
「いっちゃん！リレーマラソン 2017」大奮闘！

８月１３日 展帆体験
８月２０日 総帆展帆⑦
９月16・17日 新規養成訓練
９月23・24日 秋のファミリーフェスティバル
９月２３日 総帆展帆⑧・満船飾

６月４日（日）に県民公園太閤山ランドでおこなわ
れた KNB 主催の、いっちゃん！リレーマラソン 2017
＜ハーフマラソンの部＞に帆船海王丸ボランティア
として参加しました。
成績は６２位（２０７団体中）と大奮闘しました。
（一昨年にも参加しましたが、その時は１４６位でした）

９月25～30日 木甲板ピッチ流し工事
１０月９日 展帆体験
１０月１５日 総帆展帆⑨
１０月２２日 新湊カニかに新鮮白えびまつり
総帆展帆⑩・満船飾
富山マラソン2017
※都合により、変更又は中止となる場合があります。
１０月２９日

↑「帆船海王丸ボランティア」エース５人

平成２９年度 ボランティアの集いについて
まだ先の予定ではございますが、１１月１８日
（土）にボランティアの集いを開催いたします 。
詳細については次回「舵輪 第１５１号」にてお
知らせいたします。
ボランティアの集いでは、ボランティア活動へ
積極的に参加している者に対して「精勤賞」を設け、
記念品と共に表彰を行っています。
「精勤賞」の条件
は、以下の通りです。
①毎年４月から翌年３月までの間において、おおむね
８割以上の総帆展帆に参加した者
②毎年４月から翌年３月までの間において、35 時間
以上甲板作業に参加した者、又はそれと同等程度の
作業に参加したと会長が認めた者

参加したメンバーはもちろんのこと、応援に来られ
たボランティアの皆様ありがとうございました。
チーム衣装に最近完成した「オリジナルＴシャツ」
を着て走りましたので、多くの方に海王丸をＰＲでき
たと思います。

今年は天候に恵まれ、６回の総帆展帆を実施し
ました。残すは後４回です。精勤賞を目指してこ
れからも多くの方に参加していただきたいと思
います。今後ともよろしくお願いします。
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