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第７７号
平成１４年の本号から，機関紙「舵輪」の用紙サイズ，書式を変えました。ご愛読，今
後とも宜しくお願いします。
２・３月の行事について
１．２月ボランティア研修
見学客と案内係の役に分かれ，案内を行
いました。この日，自分なりの船内案内の
スタイルを模索しました。
２．ベンディングセイル
予定通りにセイルの取付を終えることが
できました。延べ 34 名のボランティアが
応援に来てくれました。ご協力有り難うご
ざいました。
３．３月ボランティア研修
７月２０日に予定している登しょう礼の
配置・発声練習，船内案内の訓練を行いま
した。
４．ボランティア再訓練
４月６・７日に再訓練を行いました。延
べ参加人数は 50 名で，登しょうの基礎訓
練・展帆訓練を行いました。
退任・着任の挨拶
人事異動がありましたので，紹介します。
退任者の紹介から行います。
望月常務理事
「大空に向かって羽ばたけ」
私が着任してパークに係留された海王丸
をしみじみと眺めたのは，平成１０年４月
６日です。空は穏やかに晴れ渡り，残雪を
戴いたきれいなアルプスを背景に，懐かし
い４本マストが聳え立っていました。あれ

から４年，あの時のように澄み渡った空は
年に何回も無かったと思います。道すがら
観た富士の松川べりの桜も見事で，以来，
毎年彼方此方へ花見にいきました。今年も
そろそろ花の便りが聞かれます。
さて海王丸を中心とする皆さんと四季折
々のお付合いを通して，色々な経験をしま
したが，何と言ってもフルセールでドレス
アップした海王丸は圧巻です。セール一杯
に風を孕むと，現役の頃の遠洋航海を偲ば
せます。リギンをきしませながら，我々よ
り海を知っているんだとばかりにうねりを
乗り越えて進む姿に感動を覚えたものでし
た。そこには人と自然と帆船との真剣な語
らいがありました。風に合わせてヤードを
回し，コースを選定して，風をぎりぎりま
で利用しようとする。それが適切だと本船
の性能を十分に発揮できるのです。そんな
人と自然と帆船との真剣勝負が，海のロマ
ンの一つといえましょう。
海洋教室に参加した子供達は，外から海
王丸を眺めて小さく感じますが，乗船する
とその広さに驚きます。船内に落ち着くと，
不思議に船員になって航海をするように感
じるのでしょうか。70 年余り歴史が刻み
込まれた船内の彼方此方に，彼らに語りか
ける何かがあるのです。それは本物に接し
たからだと私は思います。汗の染み込んだ
デッキに磨かれた真鍮など至る所に偲ばれ
ますね。業務員も本物の船員で，子供たち
からロープワークやカッター訓練などを通
して，非常に慕われています。海洋教室の
感想文の一字一句に現れています。
乗組員の帆船での体験を通して身に付い
た心身からの出力で，長い間に培われた帆
船教育文化といっても良いのではないでし
ょうか。
皆さんも，本物の海王丸に魅せられた一
人ではないかと思います。ボランティアと
はいえ，チームワークと展帆技術は相当に
高いものであると評価できます。
世の中元気のないときですが，こんなと
きにこそ本物が求められるのではないでし
ょうか。先日，中沖知事さんが元気な富山
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からといわれましたが，元気はまさしく海
王丸からです。
高いマストに登って周りを見渡して下さ
い。勇気がわいてくるでしょう。このパー
クは非常に良い環境です。こんな所に憩っ
ている海王丸は，皆様に愛されてこそ幸せ
だと思います。帆船は整備しだいでは 100
年以上現役でいられますから，まだまだ大
丈夫です。この先もずっと海王丸を可愛が
って下さい。
私は任期を全うして去りますが，皆さん
はお元気で空に聳える海王丸の高いマスト
に向かって大いに羽ばたいて下さい。
ではみなさんのご健勝と財団のご発展を
祈念してごきげんよう！

他に 島倉総務課主幹が異動となりまし
た。挨拶は次回の「舵輪」で紹介します。
今回の異動で，３名の職員が当財団に着
任しました。紹介します。
須賀二等航海士
「着任挨拶」

持田二等航海士
「ごきげんよう！」
月日のたつのは早いもので富山に来て２
年，あっという間でした。
本格的な陸上勤務は初めてのことで，期
待に胸を膨らませやってきました。担当の
メインマスト，初の総帆展帆いきなりのお
姉さん（？）パワーに圧倒され思わず来る
所間違えたかなと思いました（笑 ）。冗談
はさておきボランティアのみなさんのキビ
キビした作業が印象的でした。２年間総帆
展帆で私を含め怪我無く終えることができ
よかったと思っています。
私事ですが、富山赴任中に長男を授かり
子供の成長を日々見守ることができたの
は，乗船勤務中には味わえない幸せでした。
おかげで子供だけでなく私までも，成長（デ
ブ）してしまったことは少し後悔していま
す。
４月１日付け大成丸に乗船いたします
が，富山での経験を生かし全力投球したい
と思います。
末筆ながら，ボランティアの皆様のご健
勝をお祈りいたしております。２年間本当
にありがとうございました。
ごきげんよう！
冨士川技術員

４月１日付け前任持田二等航海士の交代
で着任しました。３月までは次席二等航海
士として練習船大成丸に乗船しておりまし
た。海上勤務は５年，帆船勤務は日本丸に
１年半です。
陸上勤務また，一人暮らしは今回が初め
てです。職場やボランティアの皆さんの温
かいご指導，ご協力を得て楽しく仕事をさ
せて頂いています。
富山では仕事以外にも積極的に合気道・
ダンス教室といった地元団体に参加し，一
日も早く地域社会にとけこみたいと考えて
おります。
富山県・新湊市のお役に立てるよう頑張
りますのでよろしくお願いいたします。
尾形技術員
「着任挨拶」
初めまして４月１日から海王丸（２世）
から当財団に配属されました 尾形 章 で
す。
富山県には昨年の 10 月に伏木富山港に
入港した際，富山県は景色や町並みがとて
も美しいという，印象深い思い出がありま
す。その素晴らしい町並みと自然に囲まれ
たところで，仕事ができるということは，
とても光栄に思っております。
まだ分からないことが多く，ご迷惑をか
けることがあると思いますが，その際は皆
様，ご指導よろしくお願いします。 ^o^
島倉前総務課主幹の交代で奥多総務課主
幹が着任しました。着任の挨拶は次回の「舵
輪」に掲載します。

「退任挨拶」
長いようで，短い２年半でありましたが，
多くのことを学び，体験することができま
した。今考えれば，夢のような時間であっ
たと思います。練習船に復帰しますが，ま
た富山に寄ることがあれば，海王丸に会い
にいきたいと思っています。
ボランティアの皆様，海王丸をよろしく
お願いします。皆様のご健勝をお祈りしま
す。有り難うございました。

４・５月の行事予定
１．ボランティアの集い
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日
場
内

時：４月２０日 18:30 〜 20:30
所：ホテル第一イン
tel 0766-82-4111
容：
・代表挨拶
・新職員紹介

・ゲーム等
会

費：

名のチームを募集しています。仲間や友人
と組んで参加してはいかがでしょうか？
合わせてカッターレース進行ボランティア
も募集しています。

無料

その他：
・返信葉書に出欠記入願います。
・今回は送迎バスは予定していませ
ん。注意して下さい。
（ホテル第一イン新湊

① 日
② 場
③ 内

地図）

時：６月 ９日（日）
所：海王丸パーク
容：児童の部・女性の部・一般
の部に分けてのカッターに
よる競技

④ チーム募集期間
４月中旬 〜 ５月 ６日
（ただし定数のチームがエントリーした
ところで，受付は終了します。）
⑤ 参加費：１人につき

500 円

⑥ 応募方法：８〜 14 名のチームが決ま
れば，当財団に連絡願います。
⑦ レース進行ボランティア募集
レースを行うにあたり，進行をお手伝い
していただくカッターレースの進行ボラン
ティアを募集しています。ボランティアで
参加された方には，昼食及び関係者のグッ
ズがついてきます。返信葉書に出欠記入を
お願いします。
２．第一回目総帆展帆
日
場

時：４月２８日（日）10:00 〜
（受付は９時から開始）
所：海王丸第一教室（更衣：研修室）

⑧その他
・６月９日が中止の場合，６月１６日に
レースを実施します
・６月９日当日はフリーマーケットも行わ
れます。（雨天時中止）
・カッターに慣れるための訓練日を５月
１２日・２６日の２日設けています。

その他：返信葉書に出欠記入願います。
３．第二回目総帆展帆
日
場

書籍・情報紹介

時：５月 ５日（祝）10:00 〜
（受付は９時から開始）
所：海王丸第一教室（更衣：研修室）

その他：返信葉書に出欠記入願います。

書

籍

１．「海と船なるほど豆辞典」
財団法人 日本海事広報協会発行

４．第３回目総帆展帆
日
場

時：６月 ２日（日）10:00 〜
（受付は９時から開始）
所：海王丸第一教室（更衣：研修室）

その他：返信葉書に出欠記入願います。

海の環境の話から水産・商船・造船などに
ついて分かり易く紹介しています。これ１
冊で，多くの知識を身につけることができ
るでしょう。特に船内案内ボランティアの
方には最適な一冊であると思います。ボラ
ンティアで希望の方は反省会の後に連絡を
下さい。

５．カッターレース（新企画）
今年は財団でカッターレースを企画して
います。現在，艇指揮・艇長を含む８〜 14
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２．「世界帆船画集」
東 喜三郎
成山堂

画・文
発行

３．
「にっぽん丸（客船）の一日クルーズ」
富山で，豪華客船「にっぽん丸」のクル
ーズがあるとの情報が入りました。簡単に
紹介します。

バイキングから現在までの世界１０１隻の
有名帆船を絵画で紹介，帆船マニア必見の
画集です。各帆船の生涯も紹介されていま
すので，この一冊で世界の帆船の知識が大
きく広がります。もちろん海王丸（１世）
も描かれています。本は当財団に１冊保管
しています。興味のある方は見て下さい。

５月１３日(月) 1000 〜 1600
にっぽん丸での富山湾クルーズ
※詳細な内容はは近くの旅行代理店で聞いて下さい。

定価 4,830 円
情

４．ボランティアの配布物について

報

１．「海王丸（２世）体験乗船」
平成 14 年度海王丸（２世）の体験乗船
は以下のとおりです。申込希望者は当財団
に連絡を下さい。

毎年４月，ボランティア証及びＴシャツ
などを配布しています。今回は，スタイル
を変えたボランティア証及び皆様からの要
望が多かったウインドブレーカーを配布し
ます。ボランティアの集い，もしくは第一
回目の総帆展帆の時から配布を予定してい
ます。ご期待下さい。
５．貴方の情報を募集

（内

航

・

平成１４年）

５月 １ 〜 ７日
５月１１ 〜１６日
７月２３ 〜２６日
７月３０〜８月２日
８月 ６ 〜 ９日
１０月２１〜２５日
１０月２９〜１１月１日
１１月１８〜２２日
（外

航

・

唐津 〜 大阪
大阪 〜 宮崎
呉
〜 七尾
七尾 〜 岩船
岩船 〜 室蘭
新潟 〜 下関
下関 〜 清水
佐世保〜 神戸

このコーナーでは，ボランティアの皆様
からの情報もお待ちしています。紹介した
い書籍・情報がありましたなら，当財団に
連絡もしくは原稿を送付して下さい。
またボランティア皆様からの体験談・投
稿文もお待ちしています。今回投書が１件
ありましたが，紙面の都合により掲載でき
ませんでした。次回の「舵輪」で紹介した
いと思います。

平成１５年）

１月９日〜２月５日

横浜〜ホノルル

２．「雄山丸体験乗船」
富山県が所有していた県水産高校の練習船
「雄山」が引退し，代船がデビューしまし
た。名前は「雄山丸」で，最新の漁具・ハ
イテク機器を備えた練習船です。
「雄山丸」は学生の訓練航海を中心に実習
航海を行いますが，他の活動として小・中
学生の体験航海・一般県民の体験航海など
も予定しています。
一般県民の体験航海は，５月３〜５日を
予定しています。動く船を体験するには良
いチャンスであると思います。詳しい情報
は，
「富山県総合教育センター」
TEL 076-444-6161
まで連絡をお願いします。

終わりに
四月になりました。今年は暖冬で，桜の
開花もかなり早まった年となりました。雲
雀や燕の囀りが聞こえるようになり，春を
感じるこの頃です。
帆船海王丸記念財団は，今年の夏，伏木
富山港振興財団との統合を予定していま
す。人事異動及び，統合準備と事務所内は
あわただしい雰囲気です。統合後も活動内
容は変わりません。今後ともよろしくお願
いします。
６月中旬に財団新企画として，カッター
レースを予定しています。新湊では久々の
カッターレースだと思います。チームを組
んで，チャレンジして下さい。また，レー
ス進行ボランティアも募集します。皆様の
参加をお待ちしています。
４月２８日に皆様と共に総帆展帆を行え
る日を楽しみにしています。またボランテ
ィアによる船内案内も５月５日から始まり
ます。皆様の活躍に期待します。今年も元
気一杯に活動しましょう。
ほ
（次回の「舵輪」は６月送付の予定です。）
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