花がたり
角田

昌男

「人間は時に人を騙したり、裏切ったりして嫌だね。植物は正直で律儀堅
い。手間をかけた分だけ、花や実を返してくれる！」と誰かが言ってい
たが、全く同感である。花見と言えば昔梅、今桜、秋は菊見で一杯、花
見には酒がつきもの。物心がついて 70 年余、私の思い出の中には色々
な花が咲いている。一杯機嫌で花にまつわる話を綴ってみた。
カトレア（洋ランの女王、花言葉：あなたは美しい、魅惑）
昭和 42 年、帆船日本丸での遠洋航海、カナダ建国 100 年祭参加の
帰路ハワイ島ヒロに寄港した。ヒロ滞在中、乗組員・実習生は出身県
別移民の方等からの招待があり、沖縄・九州そして広島出身者は大も
てだったようだ。しかし群馬県人会はなく、私にはお呼びが掛からな
かった。半舷上陸日、神奈川出身の F と 2 人で歩いていると、車が止
まり「行く当てがないのなら、島を案内するから乗って！」と日系の方が親切に誘ってく
れた。車には 6 歳と 3 歳位の女の子が乗っていたので安心して好意に甘えることにした。
家に寄り奥さんお手製の昼飯で歓迎、その後田圃の広がる農村地域を案内してくれた。田
圃には稲とタロイモ（田芋）が栽培されていた。また、農家の周囲には幸福の木・ドラセ
ナ、プーメリア等が植えてあり、軒先にはカトレアなどの蘭が何鉢も吊るされていて、花
盛りであった。
農家の人とも暫し歓談、別れ際に「蘭はヘゴ植えで土がないから植物検疫も通るよ。日
本でも冬の寒さを注意すれば、きっと咲く。」と大きな蕾の付いているカトレアの鉢を土産
に下さった。出港時ハワイアンダンスの子供たちから掛けてもらったレイを、
「また戻って
来られるように」との願いを込めて、遠くなるハワイ島めがけて海に投げ込んだその翌日、
その蘭が見事に大輪の花を咲かせた。たばこ臭い部屋の中に、まるで艶やかな蝶が舞い込
んだ如くであり、日本到着寸前まで航海の無聊を慰めてくれたのだった。
そのカトレアは、植検を無事パスし群馬の田舎へ持って行ったが、冬を前に大田区の間
借りの下宿へ、そして半年後目黒区洗足のアパート、更に 2 年後には転勤で北海道千歳へ
と移った。その間、毎年新芽が出ても蕾を持つことはなかった。ところが、北海道のオン
ボロ社宅の日当たりの良い部屋に鉢を置いて育てていると、2 年目の冬に花芽が出て咲いた
のだ。外は零下でも家の中は石油ストーブをガンガン焚き、下着一枚で過ごす程だからカ
トレアがハワイを思い起こし元気を取り戻したのだろう。外の真っ白な雪景色を背景に赤
紫の大輪の花、ハワイ島や遠航を思いだしながら飲んだ酒は格別であった。その後転勤で
横浜へ移り、仕事が忙しくなったのと社宅の日当たりの関係等で何時しかカビが付き、枯
れたのは残念だった。数年前からミニカトレアを一鉢育てており、これは毎年咲いてくれ
る。半世紀前、ヒロ出港時に願いを込めてレイを海に投げ入れたお陰か、現役最後にハワ
イ島を訪れ思い出に浸ると共に、「この樹何の樹不思議な樹」を見ることが出来た。
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福寿草（元旦草：花言葉・幸せを招く、永久の幸せ）
人間だれしも、ふとした機会に自分のルーツを辿ってみる気になる
のではなかろうか。父は、私が高校生の時に他界してしまったので、
酒を酌み交わしながら諸々の話を聞くチャンスがなかった。
その父は沼田市の山奥・霊山迦葉山に近い辺境の地の出である。6 人
姉兄の一番下、8 歳の時には既に両親共他界、苦労して育ったという。若くして平家落人集
落・みなかみ町藤原小の代用教員となり、通信教育・講習を受けて中学教諭の資格を取得、
以後利根沼田の幾つもの中学校で国語・社会・習字等を教えていた。姉と３人の兄達は何
らかの科目を教わったが、幸か不幸か私が中学生になる時転勤し、別の学校勤務となった。
一方母は農家の三人姉妹の長女に生まれ、体が弱かった為農業を嫌って看護婦として高
崎の病院勤めで助産婦の資格を得た後、生家に戻って看板を掛けた。従って私は、
「お産婆
さん所の終っ子」と呼ばれていた。恋愛結婚だったという二人の馴れ初め、父が婿入り角
田家を継ぐことになった経緯等、亡き母からも聞きそびれたのは今思うと大変残念だ。
物心ついた頃から、我が家の庭先には春一番に黄色い福寿草が咲いた。その福寿草は父
が実家から移植したのだという。父の実家は鎌倉時代のお地蔵さんが祭られている旧家で
あり、福寿草にまつわる言い伝えがあった。「福寿草が欲しければ盗んでいけ！」である。
どうやら、
「福は他人からもらうものではない、苦労して自分で掴め。福寿草といえども、
やたら他人に分けてはならぬ！」という貧しい山村の教訓だったらしい。
横浜の今の住まいに越して来てから、田舎から福寿草を２度盗んで来て植えたのだが、2
度とも数年後に絶えてしまった。植えた場所が悪かったのと、手間をかけてやらなかった
からだろう。まさか、我が家に福は相応しくないということはないだろうと思う。
アマリリス（花言葉：pride 誇り、splendid beauty 輝く美しさ）
「羊飼いの少女・アマリリスは、同じ羊飼いの少年・アルテオに恋
をした。しかしアルテオはアマリリスに関心を持ってくれず、そのう
ち別の少女に心を寄せるようになった。それを知ったアマリリスは、
アルテオが自分の方に向いて欲しいと神に祈った。と神は１本の矢を与え、その矢で自分
を傷付けるようにと告げたのだ。アマリリスはお告げに従い、アルテオの目前で自らに矢
を突き立てた。すると、傷から流れ出た赤い血が地面に落ちて、そこに真っ赤な花が咲い
た。その花の美しさに魅せられたアルテオはアマリリスが好きになり、アマリリスの元に
ひざまずいて愛を告げた。そこで、咲いたその美しい花にアマリリスの名前がつけられた
という。
」これがギリシャ神話に出て来るアマリリス物語である。園芸店で売っている大き
な球根を鉢に植えると、やがて太い茎が伸びて百合に似た大きな花が数輪咲く、ヒガンバ
ナ科の花である。球根の中にあれだけ大輪の鮮やかな花が眠っているかと、大変不思議に
思う。

この花を見ると、スイス駐在時のある出来事や沖縄駐在時に伊江島を訪れた際古

い石塀沿いに咲いていたアマリリス等を思い出すが、紙面の都合上詳細は割愛する。
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アジサイ（紫陽花、花言葉：移り気・浮気・乙女の愛・辛坊強い愛）
梅雨の頃に咲く花・アジサイと言えば、あの歴史上の人物・ドイツ人
医師・シーボルトを思い浮かべる。「今日、日本にこれ程多くのアジサ
イがあるのは、シーボルトのお蔭。何故ならば当時ヨーロッパにはアジ
サイはなく、彼は日本の野生種のガクアジサイをオランダに持ち帰り、

＊オタクサの絵

アジサイの学名に、長崎滞在中の日本人妻である楠本滝（お滝さん）に
因んで Otaksa(オタクサ)という名を付けた。そのアジサイが改良されて今日の美しい色々
な花となり、日本に逆輸入されている。」長崎のシーボルト館見学時そんな説明を読んだ。
ところが、シーボルトが残した「日本植物誌」のオタクサの絵＊は、ガクアジサイではな
い。一説には、当時伊豆の海辺に咲いていた浜アジサイ、又はお滝さんが娘の嫁ぎ先から
持って帰った小田草神社のアジサイだとの説もあり、本当のことは分かっていない。また、
学名も異論が出て、今は別の名となっていると云う。しかし、シーボルトが蒐集した植物
の押し葉標本は 12,000 余、今に残る貴重な江戸時代の資料であることだけは確かだ。日本
滞在 5 年後の 1828 年に、国禁の品々を持ち出そうとして発覚し国外追放処分（所謂シーボ
ルト事件）となった彼だが、1859 年にオランダ貿易会社顧問として再来日し、その 2 年後
対外交渉のための幕府顧問になっている。30 年前のこととはいえ、国外追放した人物に対
して幕府がどのような言い訳をして顧問就任を要請したのか大変味深い。雨に濡れるアジ
サイの花を見て、江戸から明治への歴史の一端を思い浮かべた。
月下美人（花言葉：儚い美、儚い夢）
「花のいのちはみじかくて 苦しきことのみ多かりき」
：貧しい生い立ち
ながら、浮雲や放浪記などの名作を残し 47 歳と若くして去った庶民派
作家・林芙美子が好んで色紙に書いた詩の一部だという。この詩にある如く、一般的に花
の命は短いが、なかでも一番の短命は月下美人だろうか。夏から秋の夜、暗くなってから
咲き始め夜中に満開、明け方には萎んでしまう一日花。月下美人の鉢植えは、我が家の軒
下で既に 45 年間（海外勤務の 4 年間は知人宅に預かってもらった）
、年に 2～3 回咲いてく
れる。私が育てている 100 鉢を超える植物の中で、一番短命の花の鉢が実は一番長命なの
だから不思議だ。軒下での冬越しの為、横浜の冬が寒かった年は、株の回復が遅れて花数
が少なくなるのはやむを得ない。短命の花といえば、野草の「カラスウリ」がある。秋、
思わぬ所に赤い実がぶら下がっているのを発見しても、その花を見たことのある人は極め
て少ない。何しろ真夏の真夜中に咲いて、朝には萎んでしまうのだから。初めて見た人は、
白いレースを広げた様な妖艶な姿に驚くことだろう。逆に花の命が長いのが胡蝶蘭、室内
で容易に育ち、手入れも簡単、ちょっとした気遣いで咲
き始めから 2 か月近くは可憐な花を楽しめるから嬉しい。
「花を愛する人に悪者はいない！」
・・花の数だけ物語は
あるが、この続きは又の機会といたしたい。・・終
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富山・帆船海王丸の思い出
米原

健一

初代帆船海王丸（以下「海王丸」という。
）は、平成元年 9 月に引
退し、住友重機械工業浦賀ドックで改修工事を受けたあと、翌 2 年 3
月富山県に回航され、4 月から富山新港北埠頭に係留された。早いも
のであれから 30 年、同船は、船内公開のほか各種イベントに活用さ
れ、富山県のシンボルとして多くの県民に親しまれている。
海王丸を所有する財団法人帆船海王丸記念財団（現在は、公益財団法人伏木富山港・海
王丸財団）
（以下「海王丸財団」という。）には、当初富山県及び新湊市の各職員のほか航
海訓練所 OB（常務理事、船長、甲板部員 3 人）と同所からの出向職員 7 人（航海士 3 人、
甲板部員 4 人）が勤務しており、私も、平成 2 年 4 月からの 2 年間、一等航海士として富
山時代初期の船体の整備・維持や公開事業など様々の業務に携わった。
海王丸は、横浜・帆船日本丸（以下「日本丸」という。
）と同様、多数のイベントを行っ
ているが、その中心となる船内公開、ボランティアの協力を得ての総帆展帆、子供たちへ
の海洋教室などや係留方法などは、日本丸を参考にしていた。
しかし富山県が日本海側に位置して雪国であること、外洋からのうねりなどの影響を直
接受ける岸壁に係留されていること、造船所などの海事産業が少ないこと、同県の人口が
約 110 万人（横浜市だけで約 376 万人）であること（ボランティア希望者が少ない）など、
日本丸とは環境が大きく異なることから、イベント実施の面でも、船体の整備・維持を行
う面でも工夫を要することが多々あった。
中でも、係留状態の違いと気候の違いが大きく、1 年目は戸惑うことがあった。
１

係留状態とその影響について
海王丸は、現在海王丸パークに係留されているが、同パークが完成するまでの間、富山

新港の貨物船用として新しく建設された北埠頭に「仮」係留されていた。
「仮」係留方法は、船首を南西に向けて右舷付け（見

海王丸パーク予定地⬇
（西埋立地）

学者の乗船舷が日本丸とは反対）の態勢で、右舷側には
岸壁のビットから錨鎖を取り、海側の左舷側には先端を
海底のシンカーに取り付けた長さ 200 メートルの錨鎖を
取り、右舷側を岸壁から 5 メートルばかり離した格好で

北埠頭

海王丸
（公共埠頭）

あったが、この左右異なり、しかも岸壁側の錨鎖の長さ
がたいへん短いというアンバランスな状態が台風など海側

富 山 新 港（平成 2 年当時）

から強風を受けた時や富山湾特有の寄り回り波などの影響を受けた時など、海側錨鎖のカ
テナリ－の分、岸壁やフェンダーに船体が押しつけられて傾いた際や、その反動で船体が
岸壁から離れた際、船体、岸壁と船体とを結ぶ乗船用タラップ、岸壁側錨鎖などに急激な
力がかかるなどして、船体、岸壁側錨鎖、タラップ、岸壁上の施設に被害をもたらすこと
になった。
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在職した 2 年間に生じた船体や岸壁施設の損傷は次のとおり。
錨鎖リンク・スタッドの変形 2 カ所、錨鎖の固定金具の破損・海没（日本丸の岸壁側の
錨鎖を固定する金具とほぼ同じもの）1 個、外板の変形１カ所、士官サロン下右舷側倉庫ス
カッツルのガラスにクラック、海王丸と岸壁とを結ぶタラップの損傷 1 カ所、岸壁上に敷
かれたウッドデッキの損傷。
最初の損傷は、平成 2 年「仮」係留を開始して間もない頃、うねりが港内に入って錨鎖
が張ったり弛んだりを繰り返していたので、船首付近の岸壁上でその状況を観察していた
ところ、船体がうねりで前後に大きく走り錨鎖をしゃくった瞬間、ヘッドラインの錨鎖を
取っていた岸壁ビットの錨鎖固定用金具のボルトが吹っ飛んで金具が海中に落下した。
幸い、錨鎖をビットに二重に巻き付けていたので、錨鎖がすぐにビットから外れること
はなかったが、海中に落下しないようにワイヤーを使って応急措置を施した後、後日岸壁
側の船首・船尾の錨鎖合計 4 本のところにバイトでホーサーを取り、錨鎖とホーサーとを
併用して錨鎖にかかる衝撃を緩和する係留方法によって、2 年近くを無事に過ごした。
海王丸は、平成 4 年 7 月から新たに建設された海王丸パークに係留されている。その状
況を見ると、周囲を岸壁と仕切り壁で囲われて外洋からのうねりなどの影響を直接受けな
いようになっており、左右舷合わせて 8 本の錨鎖もバランスよく取って係留され、一見日
本丸と同じような形になっているが、岸壁側錨鎖の固定部には日本丸にはない衝撃を吸収
する装置が取り付けられている。
海王丸財団は、当初海王丸パークでも「仮」係留時と同様の係留方法を計画していたよ
うであったが、富山新港の外側にあって、北埠頭よりも条件が厳しい海王丸パークでは船
体が大きな損傷を受けたり係留用錨鎖が切れて横倒しになったりするおそれがあるので、
外洋からのうねりなどの影響を受けず、かつ、錨鎖の固定方法を工夫するよう強く進言し
た。私が航海訓練所に復帰した平成 4 年度から海王丸パークの建設が始まり、現在のよう
な係留方法になったのは、富山県と新湊市が私達乗組員の意見を考慮したものと推測する
が、建設には相当な費用を要したと思う。

北埠頭での係留状況

北埠頭での係留状況
（錨鎖とホーサーの併用）

２

海王丸パークでの係留状況
（伏木富山港・海王丸財団ホームページから）

富山の気候とその影響について
海王丸では 4 月初めのベンディングセイルを皮切りに新年度の活動が始まり、春と夏は

総帆展帆と海洋教室に明け暮れるなど、9 月までの間は日本丸とほとんど変わらない。
しかし、秋から冬の期間は太平洋側の日本丸と状況が大きく異なる。
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富山では 10 月中旬を過ぎると雨が多く変わりやすい天気になり、12 月中旬頃から雪が降
り始め、1 月には雪が積もることが多くなり、2 月下旬までは雪に覆われていて 3 月までの
約半年間のほとんどは水と雪と氷の世界になる。
冬に備えての作業は、11 月初めにアンベンディングセイルを行い、その後デッキのピッ
チ流し、マストヤードの塗装、ステイなどのターリングを不安定な天気を見ながら 11 月末
までに行うことになる。
作業を行うに当たり、赴任 1 年目に困ったのが依頼する業者。横浜には造船所をはじめ
船舶関連の業者が多数存在する。しかし、富山では、そもそも船舶関連の業者が少ないう
え、冬に備えての同じような塗装作業がこの時期に集中するため、依頼できる業者がほと
んどいない。結局、依頼したのは、主に送電線の鉄塔を塗装する業者で、帆船どころか船
舶については全く素人の人たちであった。そのため、私を含め航海士、甲板部員総出で指
導するとともに一緒に作業に当たることになった。この業者には、塗装作業のほかアンベ
ンディングセイルも依頼し、翌年度はベンディングセイルも依頼したが、期待以上の腕前
で、特に私と同年の親方は、高い送電線用鉄塔での作業を専門とする人であり、その平衡
感覚などの身体能力、技術は素晴らしいものがあった。
12 月に入ると一般公開を再開し、間もなく雪が降り始める。富山の雪は、湿気が多く重
いのが特徴で、一晩に約 60 センチ積もることがあった。
水、雪、氷は様々な影響を及ぼし、それらは次のとおり。
プープデッキなどに水が溜まったままとなり、木甲板が腐った。
（海王丸のチークは節が多
い。
） プープデッキなど木甲板の水が凍ってピッチが傷んだ。ヤードに積もった雪が氷と
なり、ペンキに割れが生じ、水がしみこんで木のヤードが腐った。乗船用タラップなどに
滑り止め対策（ござを敷いた）やプープデッキなどの雪かきを行った。見学者の上に落下
しないよう、ヤード、ギヤ類のブロックなどに付着した氷を落とす作業を行った。

立山
⬇

立山を背にした海王丸

雪化粧の海王丸

ウエルデッキで雪かきをする筆者

富山での 2 年間は、初めての体験が多々あり手探りの部分があったが、海王丸が現在も
無事に保存され活用されているのは、私を含め富山時代初期の乗組員の努力の賜だと思う。
富山での生活は、自然の厳しさばかりではなく、太閤山の満開の桜、砺波のチューリッ
プ、雨晴海岸、五箇山など合掌造りの集落の風景、ボランティアとの交流など、素晴らし
く楽しいことも多かった。特に、富山県の象徴である立山の残雪が残った初春の姿、そし
てそれを背景にして帆を広げた海王丸の勇姿は忘れられない。
以上
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文ちゃんのコロナ検疫体験記録
加山

文治

世界中が新型コロナウイルス感染で大変な状況下、航空会社の国際定
期便もこの夏は多くの路線が運休になっていた。かろうじて飛んでいた
としても大幅減便、かつ入国時の検疫が大変だ。その為もあって、船は
乗組員の交代が難しく大変だと聞いた。普通でも家族と過ごす機会が少
なくなりがちな船乗りにとって、外地での乗組員の交代が円滑に実施出
来ないのは、職業的な宿命とはいえ、世間的には余り知られていないコロナの被害であり、
一日も早いこのウイルス感染の終息を祈るばかりだ。
さて、皆さんご存知のとおり、私はまだ現役の船乗りで働いており、年に何度か船の回
航の仕事をやっている。このコロナ騒ぎの最中、静岡県焼津港から中古の大型漁船（380ｔ：
国際規格では 1300ｔ）をエクアドルのマンタ港に届ける回航航海をやった。航海のことは
別として、出発から自宅に戻るまで、コロナ対策や検疫がどんな状況だったかを時系列的
に列記し振り返ってみた。おそらくは新型コロナ問題発生後外地に足を踏み入れたことが
ないであろう、皆さんの参考になれば幸いです。
6 月 21 日：静岡県焼津のホテル集合：船長を含め乗組員 8 名、入口にて体温測定
22 日：朝、ホテル発時、体温測定。焼津港停泊の漁船・第 85 福一丸に乗船
船所有会社の係員が体調質問、午前と午後 2 回体温測定し記録。
夕刻ホテルに戻り体温測定。26 日までホテル宿泊、体調チェック
26 日：乗船出港準備 29 日：焼津港出港
7 月 1 日：エンジン調子悪く焼津港に戻り 2 日入港 7 月 3 日：機関長都
合により下船 5 日：交代の機関長乗船 6 日：再度焼津港出港
7 月 20 日：ハワイ沖を航行・目的地まで丁度半分（全航程 8150 海里）
8 月 7 日 ：エクアドルマンタ港入港 19:00 パイロット乗船後港内に投錨
19:30 検疫官 2 名乗船、鼻の粘膜採取
20:00 別の検疫官 2 名乗船指血液採取、全員に手袋・フェイスシールド配布
９日：丸 1 日後検査結果全員陰性、下船。通船にて岸壁接岸、専用車 2 台に分乗、
一路首都方面にあるギャナギル空港に向かった。乗車時間約 4 時間、16 時前
空港入り口着体温測定。空港内でも 2 回体温測定。帰りは太平洋横断でなく
KLM オランダ航空でロッテルダム空港経由、トランジット 2 時間、その間
2 回の体温測定後、成田へ向かった（350 人乗りに乗客 40～50 名）。
8 月 10 日朝 08：55 成田着：各自唾液検査後カード番号票を受け取り約 1 時間待機後我々
8 名全員 OK、専用車にて成田市内のホテルに入り 14 日間の待機期間に入った。
ただし、私は自宅待機を申し出て許可が出たので、ホテルハイヤーにて帰宅。
8 月 25 日：体調に異常なく自宅監禁解除、他 7 名も無事ホテルを出て帰宅した。
以後、体調は変わりなく元気です。宜しくお付き合いの程を！
39

終

70 年振りの「タンホイザー行進曲」
岸本

宗久

海洋会のボランティア活動に尽力し、海洋塾を立ち上げた故谷山洋
（東船大 E11）に誘われ、私は東京都杉並区にある“杉唱会”（さんし
ょうかい）というコーラスグループに属している。グループの構成は男
女合わせて約 30 名、平均年齢およそ 70 才の昔の若者。会長でもあり
この会の諸事を取り仕切る最長老の石垣さんは素晴らしいアルトで年齢を感じさせない。
指導して下さるのは、東京芸大音楽科卒で声楽家の工藤真子先生。このコーラスグループ
が活動 15 周年を迎えることになり、その目玉になる合唱曲を何にしようかということにな
った。私は“タンホイザー行進曲”は如何でしょうと、楽譜を添えて遠慮がちに、申し出
た。先生は楽譜をご覧なりながらしばらく考えておられたが、私の方を見やりながら「や
ってみましょう」と言われた。皆ぼんやりした顔をしていたが、私は嬉しかった。実は、
私は小学校時代にこの行進曲を歌ったことがあり、何とかもう一度歌ってみたかったから
だ。70 年振りに歌うのだ。
昭和 22 年 4 月、小学校 5 年生の春だった。音楽の授業は専科の先生になった。小幡先生
は独身で、小柄ではあったが上野の音楽学校（現、東京芸大音楽科）ではソプラノをされ
ておられたそうで、細身ではなかった。教え方は厳しく、口の開け方が少ないと口中に指
を入れてつねりあげたりするほどだったが、放課後は人が変わったように優しい先生だっ
た。その年の 2 学期が始まって間もなく、私を含む 5 年生と 6 年生が 30 名ほど、放課後残
るように言われた。集まった私たちに先生が言われたのは「これからドイツの有名なワー
グナーという作曲家の「タンホイザー行進曲」という合唱曲を歌うため皆さんを選びまし
た。午前の始業前 1 時間と午後の放課後 2 時間練習します。11 月の音楽会に向け一生懸命
練習しましょう。
」ということだった。先生の目は輝いており、迫力があって、到底嫌など
と言える雰囲気ではなかった。先生は早速私たちを４つのパートに振り分けた。私はバス
に入れられた。その頃からガラガラ声だったのだろう。それからは、音楽会まで私たちは
毎日「タンホイザー行進曲」漬けであった。先生の教え方は先ず音符でハーモニーを覚え
ることで、初めはドレミばかり。歩きながらも仲間と“ドソラララソソファミミ”と言う
ような調子で歌っているので、道で会う人達はおかしな子どもたちだと思っていたに違い
ない。正にスパルタ式教育だったから、短期間ではあったが上達は早かったようだ。11 月
に開かれた音楽会では大変好評であった。
「タンホイザー行進曲」とは、ご存知の方もおられると思うが、ワーグナーの代表的歌
劇「タンホイザー」の第 2 幕で、
“歌の殿堂を讃えよう”と騎士たちが入場してくるときに
歌われる有名な男女混成合唱曲である。その豪華な旋律を取り出して編曲したものを、一
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般に「タンホイザー行進曲」と言っている。歌い出しからフォルテ
（f ）で入り、途中メゾフォルテ（mf ）が少々あるものの、中盤
からはフォルテとフォルテッシモ（ff ）が連続し、最後はフォルテ
ッシシモ（fff ）の絶叫に近い。歌い終えるとふーっと息をついて
しまう程の迫力がある。歌詞は、日本語に訳されたもので、これが
どれほど原曲の意を伝えているのか不明であるが、現在歌われてい
る中山知子の作詞を以下に示そう。私たちが小学校で歌っていたも
のと少し違うがほとんど変わらない。
わが歌は空高く 輪を描く晴れの日よ
いざ友 讃え歌おう 永久の平和に 幸あれと
合わす声は 広場に溢れ 遥か山を 越えて行く
やがて更には 海をも渡り 遠い国迄でも 拡がるだろう
真実の自由こそ 世紀の平和こそ 変わらざる われらの希望
豊かな泉こそ すべての花開く 源よ
わが歌は空高く 輪を描く晴れの日よ
いざ友 讃え歌おう 永久の平和に 幸あれと
高く鳴り渡れ われらの歌 平和の歌
鳴り渡れ いざ
歌劇の初演は 1845 年というから、明治維新の 13 年前のことである。その後上演を重ね、
評判を高めた。日本での初演は戦後の 1947 年（昭和 22）、東京劇場に於ける藤原歌劇団の
公演の一つとしてであった。Wikipedia によれば、この興業は全公演とも入場率 100％を
記録し、現在に至るまで日本のオペラ公演でこれに及ぶ入場率はないそうである。
それにしても、こんな難しい内容の歌曲を、どうして小幡先生は私たち小学生なんかに
歌わせたのだろう。私はそれを不思議に思っていた。しかし、今考えてみると、先生はあ
の時藤原歌劇団の公演を見に行かれたに違いない。圧倒されるような、強烈な感動を受け
られた先生はその時の高揚した気持ちを子供たちに伝え、終戦後の占領統治下にある子供
たちに大きな希望と元気を与えようとされたのではないだろうか。
杉唱会では初めての 4 部合唱ということで皆かなり面食らったようだ。工藤先生は 4 部
の各パートごとに CD を作成し、各自それぞれに配布し、2 週間に 1 回の練習以外に自宅
での特訓を命じられた。最初はなかなかうまく行かず、石垣さんからは「私たちは唱歌を
楽しく歌うのが目的だったのよ。こんな難しいのはダメよ。」なんて言われる始末。しかし、
この年代の昔の若者は本来的に真面目なので、練習効果はめきめき上がり、工藤先生も「お
世辞じゃありませんよ」と断りを入れながら、それを認めておられた。
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発表会の当日がやってきた。その日の司会（MC）を任された私は
前日から不安と興奮をないまぜにしたような妙な気分だった。音楽
会の司会なんてやったことが無かったし、70 年振りに歌う「タンホ
イザー行進曲」を何とか上手く歌い切らなくてはならないという義
務感のようなものもあった。
会場に着くと、舞台正面の一番良い位置に、いせや会でお世話に
なっている長尾卓治さん（東船大 N5、元 MOL）が VDR を構えて
待っておられるではないか。「どうされたんですか？！」
「お前の司
会とコーラスの動画を撮ってやろうとおもってさ」ということで、私は急に緊張した。そ
のうちに、わざわざ神戸から谷禎介さん（東船大 N10、元 NYK）が奥さんともどもお見え
になり、小学校のコーラス仲間も 3 人顔を見せた。私の緊張は一層高まった。
藤原歌劇団には遠く及ばなかったと思うが、私たち杉唱会は精一杯に歌った。ピアノ伴
奏の響きが収まり、観客席からの万雷の拍手 ― そのほとんどは身内のものだったが ―
の中で一挙に緊張が解けた私は軽いめまいを覚えた。工藤先生はにっこり微笑みながら拍
手をされていた。石垣さんは私に目配せして親指を立てて見せた。私は椅子に腰を下ろし
た。
その前に工藤先生とハグをするのは忘れなかった。こうして私の 70 年振りの「タンホイザ
ー行進曲」は終わった。小学生時代の仲間とはあの頃の顔になって握手を交わした。その
時、ふと小幡先生のお顔が目に浮かんだ。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、杉唱会の練習も、「3 密プラス大声」を避
けるため中止となった。欝々としていたところ石垣さんからの携帯電話がなった。
「確かに
地下室での練習は 3 密だけど、公園のような広いところでやるのなら良いじゃないのかし
ら。開放された青空の下で歌いましょうよ」
。最長老からのお誘いを断るわけにはゆくまい。
そうだ、コロナウイルスなんぞ恐れずに、大きな声で、胸を張って、元気よく、高い空に
向かって「タンホイザー行進曲」を歌ってみよう。
わが歌は空高く 輪を描く晴れの日よ
いざ友 讃え歌おう 永久の平和に

幸あれと
終り
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私の３・１１とその後
猪森

正武

あの日は本当に長い１日でした。2011 年 3 月 11 日、東日本大震災
の日の事です。その日私は、房総半島先端近くの洲ノ崎栄の浦港出船
の早川丸でヤリイカ釣りに行ったのです。前日より船宿に泊まり、朝
5 時出船で釣り場は房総半島南沖です。風も弱く天気も良く絶好の
釣り日和でした。水深 200～300ｍ位の釣りなので、電動リールの釣りです。イカは夜には
30～50ｍに上がって来ますが、昼間は深場へ移動します。12 時帰港ですから、実質釣り時
間は 5～6 時間だったでしょうか。船内で早めに握り飯の昼食を済ませました。スルメイカ
数匹を含めて約 40 パイを釣り、まあまあの釣果です。帰港 30 分前、風も弱く波も静かな
ので早めに釣り道具を片付け着替えようと合羽を脱いだ直後、急に突風が吹き海は大荒れ、
大波をかぶり下着までずぶ濡れです。帰港してからゆっくり着替えればよいものをと、ま
さに「後悔先に立たず」でした。ずぶ濡れのまま釣り道具とクーラーボックスを抱え車ま
でたどり着き、やっとの思いで着替え帰途につきました。途中館山でガソリンを満タンに
し、高速道路をすいすいと気持ちよく走り木更津 JCT から東京アクアラインに向かいまし
た。
トンネルの数百ｍ手前で大きな揺れが来ました。思わずブレーキを踏み停車しましたが、
橋の両側の照明柱が左右にグニャグニャ揺れまがり、暫く動くことが出来ませんでした。
NHK のニュースを聞くと、三陸沖で大きな地震があり 4～5ｍの津波があった旨の放送で
した。マグニチュードは７と言っていたように思います。かつてアメリカ西海岸で大地震
があり、橋が崩落したことを思い出しこのまま橋の上にいては危険と思い、とにかく前進
することにしました。このトンネルはとてつもない強度をもっていると以前聞いていたの
で、トンネル前部に大きな赤信号がありましたが一気に川崎側まで走行することにしまし
た。トンネル内は全く車はおらず、あっという間にトンネルを出ることが出来ました。し
かし、出た後すぐ車が数台停車していてその後方につかざるを得ません。これからどうな
るのか何の情報も無く、約 6 時間待つことになったのですが、家に電話が通じたのが幸運
でした。やっと前方が動き出し、15 分ほどで川崎インターを出ることが出来ました。しか
し、国道へ出るまで約 2 時間、更に自宅帰着は午前 3 時となりました。
国道は完全に車で満杯という状況で、歩道は歩行者でいっぱいでした。電車が全て止ま
ったので、ほとんどが東京からの歩行者だと聞きました。いつもは釣りから帰った後すぐ
魚の処理に取り掛かるのですが、とてもその気になれず後回しにして就寝しました。私の
住まいは 30 階建てのマンションの 15 階ですが、ゆれも少なく家具が動くこともなく無事
でした。翌日震災の様子が大分判明してきました。最終的には、マグニチュード８から９
に上がり、津波の高さも 14ｍという報道になったように思います。
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休日も終わり 13 日から水先業務を再開しましたが、多くの外国船が東京湾を抜港し伊勢
湾や大阪湾に向かいました。福島原発の影響で、東京湾の放射能汚染を恐れたのでしょう。
乗組員がみなビニール合羽で体を覆い、本当に大丈夫かときいてくる船もありました。そ
れから暫くの間船長や乗組員から原発事故の事を聞かれましたが、正確な情報を伝えられ
なかった事もあり、遅ればせながら原発事故に関する若干の勉強をしました。
日本の原子力発電所の成り立ち、日本の原発の数、原発のメルトダウンとはどういうこ
とか、放射性物質の処理方法、MOX 燃料、日本の様な火山国・地震国における原発と地震
の恐れがない国々との比較、原発による電気料金そしてアメリカのスリーマイル島原発事
故、チェルノブイル事故と被爆者の実態等です。以上より私の得た結論は、
「日本は原子力
発電所を持つべきではない。」ということです。
3 年前から、小泉純一郎元首相が全国あちらこちらで原発反対の講演をしていましたが、
反対の理由は同じです。日本は火山が活発で、地震も多く津波を伴うこと度々です。原発
を冷却するために使用する海水が必要なため海岸沿いに建設しなければならず津波は避け
られません。廃棄物処理も地下深く埋める適当な場所がありません。廃棄物処理（プルト
ニュームを取り出し MX 燃料を作る）として青森六ヶ所村がありますが、今年初めて稼働
したと聞いています。各原発は、それぞれ自分でプールを持ち廃棄物を冷却していますが、
それも満杯に近づいています。フィンランドのオンカロ処分場は地下 420ｍの深さの岩盤に
坑道を掘ったもので、10 万年保管できるといいます。岩盤は 20 憶年破壊されていないそう
です。他国と日本の環境は全く違います。日本で初めて原発建設計画時に当然廃棄物問題
や地震・津波への対処も検討されたことと思いますが、福島の事故に備えがなかったこと
が素人の私には、未だに不思議に思えてなりません。
話変わって、2012 年に退職し、4 年前に運転免許
証を返上しました。車で出掛けていた魚釣りも止むを
得ず止めたので、近場のハゼの様な小物釣りだけにな
りました。退職後はそれまで余り興味のなかった音楽
鑑賞や有名な絵画を観たり、読書では特にギリシャ神
話が面白く、新たな知識を得て一人で喜んでいます。
なぜそのような心境になったかは、自分でもわかりません。例えばボッティチェリの「ビ
ーナスの誕生」の絵は、大きなホタテ貝の上に裸のビーナスが中央に描かれている有名な
ものです。左上に描かれているのが西風の神ゼフィロス、右の衣を持って迎えるのは季節
の神ホーラです。ビーナスは英語読み、ギリシャ語ではアフロディティ、ラテン語ではウ
ェヌスです。ローマ神話はギリシャ神話から取り入れたものが多いとのことです。皆さん
はご存知だったかもしれませんが、わたしには初めてで新鮮でした。1400 年以降に描かれ
た西洋絵画は前から美しいのが多いとは思っていましたが、何を題材に描かれたものか良
く分かりませんでした（キリスト教関連のものは少しわかる）
。それがギリシャ神話をよむ
44

ことにより「そうだったのか！」の連続です。マドリッドのプラド美術
館にゴヤの描いた我が子を喰う化け物の様な絵が有りました。今なら、
ギリシャ神話の中で、クロノス（ローマ名サトゥルヌス）が神託により、
「自分の子がいずれ自分の地位を奪うようになる」ので、生まれてくる
子を皆食べてしまうという話があり、すぐ理解できます。神と神、神と
人間が織りなす様々なお話が山ほどあります。神々の系図とカタカナ名
を覚えているとスラスラと読めますが、覚えていないといちいち参照し
ないと分らなくなり面倒になります。日本の神話でも長い漢字の神様の
名前の読み方が難しく、続けて読むことをギブアップさせられます。ギリシャの神は永遠
に若さを保ち死ぬことはありませんが、人間は必ず死にます。これが、神と人間の違いで
す。
神の頂点に立つゼウス（ローマ名ユピテル・英語名ジュピター）の妻は、姉のヘラ（ロー
マ名 juno・英語名 june で婚姻の守護神）です。近親相姦も全く関係ありません。ゼウスは
気に入った女性（人間を含む）を見れば、片っ端から関係を持ち子供を作ります。ポセイ
ドン（英語名ネプチューン）は、ゼウスの兄にあたります。パンドラは、神が作った人間
の最初の女性でした。アフロディティはクロノスの母ガイアの要請で、父ウラノスの男根
を切り取り海に投げ捨てて生じた泡から生まれたとの話にも吃驚です。
カシオペア、アンドロメダ、ペルセウス、ゴルゴンメドーサ等々、今まで聞いたことがあ
る名前にも其々物語があり神話の陶器画も気に入って、現在ギリシャ神話にはまっていま
す。私の読んだものもほんの一部で、全体では膨大な量の神話があるそうです。
皆様もギリシャ神話の世界に行きませんか。
終り

―――――――――――――――――――――――――――――――――――
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INGATAN

INDONESIA（インドネシアの思い出）
大西

典一

昨年 インドネシアからの見学者ご夫妻を迎え、久しぶりにインドネ
シア語を交えての船内案内の機会があり、1985 年から 1987 年の 2 年
間、JICA 専門家としてインドネシア国スラウエシ島ウジュンパンダン
（現マカッサル）に赴任した当時が思い出され、記憶をたどりつつ記
述しました。
インドネシア国は人口 2 億 6 千万（世界第 4 位）世界最大のモスリム人口（国全体の 85％）
を有する国家であり、また約 300 の民族で構成される多民族国家でもある。
そして、1 万 3500 もの大小の島々で構成される群島国家（領土面積は世界第 15 位・東西
5110km 水面積を含めるとほぼアメリカ合衆国に相当、時間帯は GMT+7～9 の 3 つを使用）で
ある。赤道直下に位置し熱帯雨林気候、季節は雨期と乾期に二分され、雨期の豪雨、乾期
の日照りは想像を超えるものであった。雨期に降る雨の量は我が国の今期の集中豪雨災害
ほどではないが、ほぼ匹敵する。住民もなれたもので。インフラ整備がおぼつかない中、
床上浸水を平気で耐えているのを多々目にし、あらためてインドネシア国の貧富の差が大
きいことと住民の逞しさを実感したものである。
農業が主体であり、鉱物資源も豊富、LNG は日本が最大輸入国でもある。将来性豊かな国で
あることを強く実感した。
日本国の最大援助国であり、故大平総理の掲げた『物より人造りへの海外援助方針』に沿
って、インドネシア国の船員教育の充実に向け、微力ながらも、目標が決まり意欲が高ま
ったことを思い出す。
派遣に先立ち、JICA による研修が開始、15 日間の間に、インドネシア人教師による一日 8
時間の語学研修は、教科読本 2 冊をマスターするといったハードスケジュールあった。就
職してから勉学に恵まれたもののこんなに勉強したことはなかったかと思えるつらい日々
でした。
インドネシア・ウジュンパンダン海員学校は無償資金協力で学校を設立、その後個別専門
家として航海訓練所から N 科担当岡辺船長（KN15）
、E 科担当浅沼機関長（NYK・TE7）が赴
任、カウンターパートが校長で、学校運営等々幅広い分野でのアドバイスを行うことであ
った。前任者の 2 年間の交代要員として、阿部機関長（NYK・TE7）ご夫妻と共にインドネ
シアに出発した。赴任に当たっては、JICA の強い奨めもあって、家族 5 人揃っての引っ越
しであった。
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着任したウジュンパンダン（現在マカッサル）
は人口 75 万の港町、強面の海洋民族ブギス・マ
カッサル族が占める町、燃えやすく口げんかも
絶えない荒々しい雰囲気であったが、反面あっ
さりしていて、喧嘩の翌日には笑い合っている
といったものである。通学の途次見かける稲の
収穫には、村中の人々が応援し、稲穂のみを手
で刈り取る様子に目を奪われ、インドネシアの
国是である『ゴトンヨロン＝相互扶助』を実感
しあらためて逞しさと思いやりの精神を垣間見
た思いで、心の安らぎを覚えたことを昨日のこ
とのように思い出す。
当地にはエビ養殖指導と会社経営に携わっておられた辺見氏と奥様そして小五と小三の二
人のお嬢様に日常生活、子供たちの教育等お世話いただき、現地での不自由ない生活がス
タートでき、今は亡きご夫妻に心からの感謝を申し上げます。月に一度ご夫妻の人柄を慕
って在スラウエシ日本人会家族含め約 80 名が辺見宅に集い、各家庭から持ち寄った料理を
賞味しつつ、阿部機関長が入国時の通関等にご苦労された、日本から持ち込みのラジカセ
でのカラオケを楽しんだものでした。カラオケテープは私のカラオケの師匠である会員の
花田先輩に紹介されたレコードから取り込んだものでした。月一度の夕食会が盛り上がっ
たのはいうまでもありません。そして日本人会でのど自慢大会を催し、阿部先輩の勧めも
あり、花田先輩の持ち歌『希望』で出場、優秀歌唱賞を戴いた。今の私の原点です。また、
海員学校の狭いながらものグランドを借りて、子供達の企画の運動会では、手作りの玉入
れ、リレー等楽しんだ。その後道具をお貸しして、学校関係者の運動会をアドバイス、喜
ばれた。これも一つの伝承協力に当たるのではと嬉しく思った次第。
現地には日本人学校はなく、総領事館の一室をお借りしての週一度の日本語補習授業校で
日本から送られてくる教材を中心に、在住ご婦人 8 名の協力で、小学低学年 3 名・高学年 3
名そして中学部 1 名の児童生徒への三部授業制で国語、算数・数学の 2 教科を父兄の協力
でなんとか遅れない程度に指導できた。そして幸いにも赴任した年にアメリカ人ご夫妻に
よりインターナショナルスクールが開校、日本人五名の子供含め海外からの子弟 25 名の小
中校生少人数での複式授業制での実施に、我が子も 2 年間通学した。
ウジュンパンダン海員学校は、現在の我が国の海員学校と相似のシステムで、インドネシ
ア国の海員学校は初めての設立であった。インフラが簡素なバロンボン村に建立され、全
寮制の下、設備は立派に整ってはいるが自身の資格取得を優先する校長へのアドバイスも
47

行き届かず、副校長を頼りに阿部さんと二人で奔走したものである。前任者が手がけた教
科書造りや施設の整備アドバイス等、慌ただしい日々であった。とくに供与されたカッタ
ー3 隻を係留するポンドが、学校近くのジェネベラン川からの漂砂で埋め尽くされ、なんと
か対策をと思案の結果、砂浜に杭を打ち手持ちの測深機及びハンドレッドを使用し、メッ
シュ状に調査し、漂砂の堆積傾向を調査した。その報告の結果、数年後にジャカルタに赴
任された航海訓練所からの専門家（故三沢氏・故黒田氏）のご尽力によって漂砂の影響が
及ばない沖合 100ｍのカッター移動用ジェテイが設備されることになる。
問題点の解消が出来、学校の充実がインドネシア国内で高い評価を受け、数多い JICA の海
外技術協力事業のフォローアップの結果、今では成功例として高く評価されている。
赴任当時から仕事は思うに任せず、予定の 20％程度の成果しか上げ得なかった思いで帰任
したのだが、その後 7 年目にして嬉しい結果を伺い、肩の荷が下りた気持ちでいる。
それから 16 年後の 2002 年（平成 14 年）
、インドネシアでの第２校目のジャカルタ海員学
校新設に関して、JICA 短期専門家として教官への指導を中心に 3 ヶ月間、航海訓練所の坪
機関長（KN15）と共に 2 度目のインドネシア勤務を果した。
2 度目の勤務時にも感じたが、インドネシア国の予想以上の発展ぶりには目を見張るものが
あり、更には我が国に対する信頼の情が相変わらぬことにうれしさを禁じ得なかった。
そういえば、最初のインドネシア駐在から帰国 2 日前に JAL の御巣鷹山へ墜落事故があっ
た。あの頃のことが、昨日のことのように思える今日この頃である。
あれから 35 年を経た今、2 歳 6 ヶ月だった娘は 38 歳・二人の娘の母親、そして 48 歳の長
男と 46 歳の次男は、インドネシアでの経験を生かし、それぞれの職に精を出している。
帰国後脳梗塞を患った半身不随の家内の面倒は私に任せ
なさいと息子達の職務遂行を見守りながら、退職後の今は
家内と共に孫娘の成長を楽しみに、なんとか恙なく生活が
出来ている。
インドネシアでの生活を順調に過ごせたことに、故辺見ご
夫妻、現地で農業指導に当たられていた松本ご夫妻、懸案
のポンド復活にご尽力くださった平野氏始め、八千代エン
ジニアリングの皆さん、現地でご活躍なされた関係各位に、
そして岡辺船長、故阿部機関長に深甚の感謝を申し上げ、
稿を閉じます。
SELAMAT TINGGAL INDONESIA
（ごきげんようインドネシア）
完
48

インドネシア海軍練習帆船
DEWA RUCI デワルチ＝海神

コロナ感染とモーリシャス沖座礁事故に思う
林

作治

１．コロナ感染症と船舶の入港
令和元年末中国武漢で確認された新型コロナウイルスは、瞬く間に
全世界に感染拡大し、日本も例外ではなく 1 月 15 日に国内で感染が
確認されました。更に、2 月 3 日横浜港に入港の豪華客船“ダイヤモ
ンド・プリンセス”（115、875 トン、乗客、乗務員 3,711 人）の船
内で集団感染が 2 月 5 日に確認され、感染防止の対策が大きく報道されました。対策の良
否に就いては、種々異論もありましたが結果的には、成功だったとの報道でした。
その後、都道府県の自粛要請や国の緊急事態宣言も終息させる程の効果はなく、感染が
拡大しました。この文を書いている時点では収まって来ているとの専門家の意見もありま
すが、感染は相変わらず続いています。今後どうなるかは誰も正確な予測は出来ず、国、
県は非常に低姿勢で自粛を国民に求めています。しかし自粛してほしい相手は休業補償の
権利主張ばかりで、蔓延防止に対する義務感がないよう思えます。蔓延を抑えるのは国民
各人の義務と思いますが、休業を命ずるなら賠償せよでは蔓延は収まりません。
ダイヤモンド・プリンセスの感染対策は、結果としては良とするも防疫上の手続き等に
ついて些か疑問を持ちました。当然のことながら船客、乗組員の命が大事であることは間
違いなく、国の防疫も大事です。外地の港に入港する時は必ず防疫官が来船し、乗組員の
健康が確認されて初めて入港許可、着岸となります。もし何らかの検疫感染症が確認され
れば、国の防疫が優先され船は入港拒否、沖で安全が確認されるまで待機させられます。
しかし今回理由はあるにせよ、日本国政府が入港着岸させ、患者を上陸させたことに驚き
ました。本来なら、まず第一に運航会社か船主の責任で対策が執られ、必要であれば国の
支援を依頼することになる筈です。今回は対策が終わるまで船社（米国）
、船主（米国）、
船籍国（英国）は一切表に出て来なかった（実際は話し合っていたかもしれないが、ニュ
ースには出ず）上に、日本国としてクレームせず、でした。もし、対策に失敗し、この船
からウイルス感染が拡大していたら大きな問題になったと思います。このような防疫上の
問題では、国益第一もあって良いと思うのだが・・・。
２．モーリシャス沖の座礁事故
令和 2 年 7 月 25 日モーリシャス島沖で貨物
船が座礁し、8 月 6 日には燃料タンクに亀裂が
入り、多量の重油が流出する事故が発生しまし
た。船主は日本、運航者も日本、船員は 20 名
国籍はインド、スリーランカ、フィリッピンの
混乗、船長はインド人。中国からブラジルに向

モーリシャス座礁事故航跡図

う途次の事故でモーリシャス南東沖 2 キロの地点で座礁した。座礁現場周辺は同国のリゾ
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ート地として開発が進んでいる場所で、サンゴ礁、透き通った海、多様な生物の生息等観
光資源が豊富と言われています。海洋の環境汚染が心配され、回復には多大の時間と費用
が掛かると言われています。事故原因の詳細は不明ですが、通常の航路より外れたモーリ
シャスの沿岸近くを航行していたことが確認されています。また乗組員がコロナウイルス
で長い船上生活を強いられ、インターネットで家族と話すべく島に接近したとか、乗組員
の誕生日会に船長も参加していたとの情報もあります。
今回のモーリシャス沖の座礁事故で思い出した海難事故があります。
一つは 2012 年 1 月にイタリア中部沖トスカーナ州のジリオ島付近で座礁した豪華客船“コ
スタ・コンコルディア”（114、147 トン、乗客、乗組員 4,299 人）です。浅瀬に接近し過
ぎた操船ミスと船長の最後退船義務違反等、杜撰な安全管理が指摘されています。島出身
の給仕長の為に陸に接近したとのニュースもありました。
二つ目は 2014 年 4 月 16 日韓国南西部珍島沖で起きた RO/RO カーフェリー“セウォル号”
（6586 トン、乗客.乗務員 476 名）の沈没事故です。
“復元力の余裕のない船の進路変更
時急速旋回による大傾斜”(操船の技術不足)と杜撰な安全管理、船長の乗客避難誘導義務放
棄、違法な船体構造の改造が原因と言われています。
これら 3 件の座礁事故の原因を見ると、船舶職員としての資格と責任感があるのかと思
うような行動が引き起こしたものと言えます。時化てはいない海域を危機感なく漫然と操
船し、航海の安全に気配りしていたとは思えません。船内が組織的に行動していると思え
ないし、船客気分になっているような個人的な、私的な行動も目立つのです。更には、自
然に対する警戒心も薄れて、見張りも十分でなく、ダラケテいて、運命共同体としての責
任体制が出来ていないと思わざるを得ません。
３．感染症と座礁事故と練習船
コロナの自粛にしても、座礁した船舶の乗組員の行動にしても責任感と義務感がないの
が気になります。一般国民、会社あるいは個人業の全てとは言いませんが、我々が練習船・
特に帆船練習船で体験して学んだ運命共同体的思考が、失われているのではないかと危惧
しています。事故にしても、感染症にしても、船内の乗組員が一つになって危険に立ち向
かう体制になっていないように思えます。経済的利益と効率を目指す契約社会の中で、知
らぬ間に現場の安全が蔑ろ（ないがしろ）になって来ているように思えてなりません。
今回のコロナ感染症対策と座礁事故の諸々を鑑みるとき、我々が受けた昔の練習船教育
は間違っていなかったと確信しました。帆船訓練は、自然の驚異と危険を肌で感じ、乗り
組み全員が運命共同体の意識を持ち、計り知れない自然の危機から身を守る護身術の取得
なのです。このような訓練は、船の安全運航の確保のみならず、今回の様な感染症防止策
としての一般の社会秩序維持にも通じるものと改めて感じた次第です。いつの時代も安全
はチームプレイです。その意味でも、船員養成のみならず、社会人の教育の場としても帆
船教育は継続してもらいたいものです。

以上
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カシオサマースペシャル

「トミタ・サウンドクラウド イン 横浜」
安田

岩男

はじめに
「これまでの人生の中で、一番つらい、困難な思い出は何ですか？」と問われることが
あるとしたら、真っ先に思い浮かぶのが、横浜市に転出後、港湾局振興部長として担当し
た、1989 年（平成元年）第 4 回海の祭典・横浜開港 130 周年祭の記念イベント「トミタ・
サウンドクラウド イン 横浜」だ。
「サウンドクラウド」とは、シンセサイザーの世界的奏者である冨田勲氏が自身の「ト
ミタ・サウンド」を野外の特設会場で大観衆に向けて立体的音響で聞
かせる壮大なライブイベントであり、オーストリアのドナウ河、ニュ
ーヨークのハドソン川、日本の長良川などで開催され、世界中のトミ
タ・ファンを熱狂させてきた。
第 4 回海の祭典・横浜開港 130 周年記念祭の所管局である港湾局は、
メインイベントとして、英国の豪華客船 QE2 を 72 日間長期用船して
ホテル事業を展開（第三セクターによる運営）すると共に、この「サ
ウンドクラウド」を招致・開催すべく、港湾局主導の実行委員会を立
ち上げ、事業の計画・推進に当たった。
しかし、「立地や環境条件から、大都市での実現は無理」といわれた
超大型イベントは、4 億 5000 万円という高額な事業費調達や開催当日
の観覧者の安全確保などの問題から、準備段階から開催当日まで様々

司令塔 UFO と冨田勲氏

な壁にぶち当たり困難を極めたのである。
１．イベント費用の調達
1989 年(平成元年)3 月下旬に本船 QE2 が横浜入港。3 月 31 日に営業開始予定の「QE2 事
業」は、前年末までに事業主体となる会社の設立と事業計画を固めなければならず、港湾
局としては必然的に先ずはこちらに専念することとした。
一方の「トミタ・サウンドクラウド」は、当初、企画提案会社の準備に任せていた。必
要とする事業費は、提案者が協賛者を集め調達することになっていた。11 月半ばに協賛企
業の集まり具合を質したところ、目標調達額 3 億円に対して、わずか 3、4000 万円程度し
か確定していない。市費(補助金)と共催の国際花火大会の予算を加えても 1 億 5000 万円程
度で、総事業費 4 億 5000 万円には遠く及ばない。地元企画会社の非力さを思い知らされた。
そんな折、昭和 63 年 12 月に入って間もなくであったと思うが、冨田勲氏が初めて来局
した。
「サウンドクラウド」の実施について、横浜市への最終的な意思確認のためであり、
このまま年を越すと、準備が間に合わなくなるとのことであった。
もともと、記念イベントは多方面から企画・提案があり、その数は 20 件を超えていた。
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その中で群を抜いて輝いていたのが、「QE2 事業」であり、「トミタ・サウンドクラウド 」
であった。ここに来て、事業費が足りませんと後戻りすることは許されない。港湾局とし
て何はあっても不足の 3 億円を集めなければならない。責任者として窮地に追い込まれ、
ある大先輩に相談したところ、イベント業界に精通した「電通の豊田常務に相談してみて
は」と助言を頂いた。早速、豊田氏に連絡を取り、お力を貸して欲しいとお願いすると、
「分
かりました、社内で局部間の交通整理をしてみましょう。少し時間を！」と言ってくれた。
12 月 19 日に築地の電通本社を訪問し、これまでの市の準備状況を説明。最後に事業費調
達の話になり、豊田氏から、「スポンサーとして、カシオ計算機との話を進めており、協賛
の目途もたちました。弊社としても全面的に協力をさせて頂きます」と、心強いお話を頂
いた。具体的には、実行委員会の構成員に電通が加わ
り、豊田氏にはスタッフ・統括プロデューサーとして
ご協力頂けるというものであった。
翌朝、冨田氏に電話を入れ、電通の全面的な協力の
もとに、横浜市として「トミタ・サウンドクラウド」
を開催することを正式に伝えた。
明けて 1 月 5 日、電通に新年の挨拶に伺い、豊田氏
より「冨田勲氏と繋がりの深いカシオ計算機から、2 億
円の特別協賛を頂けることになりました。弊社も頑張り

(1989 年 7 月 2 日号『サンデー毎日』
巻末グラビアより) 左より安田、
冨田 勲氏、樫尾和雄社長

ます」とほぼ 3 億円調達の朗報を頂いた。
6 月 13 日、この大企画を盛り上げようと、電通のプロデュースで東京・虎ノ門のホテル
オークラで、サウンドパフォーマー冨田勲氏、主催の横浜市、特別協賛のカシオ計算機樫
尾和雄社長の関係三者による記者発表が行われた。写真は発表終えた後の乾杯の一コマ。
２．神奈川県警察本部の許可取得まで
話は若干前後するが、「トミタ・サウンドクラウド」関連の平成元年度予算として、総事
業費 4 億 5000 万円のうち、本市補助金として 1 億円を一般会計で要求した。1 月中旬、2
度目の市長復活要求があり、席上、細郷市長から懸案の県警対応に関し「県警の方は大丈
夫だね」と念を押され、即座に「大丈夫です」と返答。これにより復活予算は成立をみた。
2 月 3 日、横浜の開港 130 周年祭記念事業について記者発表を行い、メインイベント「QE2
事業」と共に、30 万人の観客来場（国際花火大会 20 万人）が見込まれる「トミタ・サウン
ドクラウド イン 横浜」の開催を発表。翌日の各紙朝刊に大きく報道され嬉々としている
と、県警からすぐ説明に来いと呼び付けられた。
近くの交通規制課に顔を出すと、開口一番、「このイベントは集客力が大きく、観客が集
まり過ぎる危険なイベントだ。県警としては、開催は認められない」という。警察庁派遣
のキャリアだという交通規制課長は「横浜市長は学校の先輩だ。俺から市長に、ダメだと
直接言ってやるから連れて来い」と高圧的に言った。予算の復活説明で「大丈夫です」と
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返答した経緯もあり、ダメになったら、こちらは切腹ものだ。何が何でも県警の壁は突破
しなければならない、と決意を新たにした。
最初の壁は、30 万人の観覧者を山下公園周辺の港湾区域で如何様に収容するのか。図面
に落として説明に来いという指示から始まった。それから数か月間、観覧者の安全対策な
ど次々課題が出され、厳しい要求資料を時に夜を徹して作成し関係部署に説明して回った。
日が経つにつれ、当方のイベント開催に対する姿勢と熱意が、徐々に一部ではあるが相
手方にも伝わりだした。夕刻、勤務時間を過ぎて担当課を訪ね資料を開くと、
「話の前に、
一杯やりなよ！」と机の引き出しから缶ビールを出してくれる心優しい担当者も現れた。
しかし、県警本部の開催許可となると話は別だ。遅々として話は進まず足踏み状態が続
いた。これを見て、山下公園の現場を所管する加賀町署の警備課長などは、「本庁の連中は
放って置きな。現場担当の警察署だけで実施準備をして行こう」と前向きに言ってくれた。
そうする中、開催 2 ヶ月前の 5 月中旬、ついに県警本部から「トミタ・サウンドクラウ
ド」の開催許可が出た。そして県警の全面的な協力も得られることになった。しかし、「万
が一、事故が起きたら、安田さんをしょっ引くことになるよ！」と厳しい条件も付いたが、
「その時は仕方がない。とも角、このイベントを開催させて下さい！」と頭を下げた。
イベントを終わって知ったのだが、当日、県警からは、本部関係者を含め 750 名の警察
官が休日出動し、手弁当（一般的には主催者用意）で警備に当たってくれたとのこと。
３．「トミタ・サウンドクラウド」開催
7 月 23 日、ついにその日がやってきた。主会場
の山下公園や前面海上のステージ、観覧会場となる
周辺埠頭には、早朝からスタッフが赴き、開演 2
時間前には全スタッフ 700 余名が所定の配置につ
いた。制服ガードマン 400 名も主会場を中心に配置
され、警備と観客の誘導・整理に当たった。

海上ステージ上の花火と宇宙船（ヘリ）

天候に恵まれたこともあり、関内、石川町、桜木町など最寄り駅付近には昼前から多く
の人々が押し寄せた。大さん橋寄りの第 1 ゲートからニューグランド前の第 3 ゲートまで
用意された山下公園入場ゲートは、夕方早々に第 1、第 2 ゲートを閉鎖。第 3 ゲートのみを
残すだけとなった。開演１時間前には会場全体が溢れんばかりの観覧者で埋め尽くされた。
ステージは山下公園とそれを囲む横浜港の海、そして宇宙船を模したヘリコプター3 機。
それぞれに巨大なスピーカーが配置され（使用スピーカー総数 545 個、総出力 75 万 Kｗ）
、
照明も、陸上、海上、空中に 3000 台以上。夜空に浮かぶ巨大なピラミッド型の UFO は、冨
田勲がシンセサイザーを演奏すると同時に音と光のすべてを総合的に指揮する司令塔だ。
市民合唱団、児童合唱団(小学生)、ブラスバンドなど 500 名余もの市民グループも参加。
午後 7 時 30 分、カウントダウンに続くロケットの発射音とともに上空高く打ち上げられ
る花火。市民ブラスバンドが奏でるファンファーレが陸海空から立体的に鳴り響いて会場
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を音の雲で包み、上空、海面を彩る幾重ものレーザー光線や何千発もの花火と共に息もつ
かせぬ音と光の競演を繰り広げ、開演早々数十万の観客を異次元の世界に誘った。
また、当日のゲスト出演者としては、トラン
ペット奏者日野皓正、オペラ歌手佐藤しのぶ、
歌手森高千里、ピアニスト（ソ連）ニコライ
ディミジェンコ、鼓童など国内外の錚々たる
アーティストが次々登場。ピラミッドの中で
演奏する冨田勲のシンセサイザー曲に合わせ共
演し熱演をみせた。
ゲスト出演者

佐藤しのぶは、ステージ上から宇宙船（ヘリコプター）の宇宙人と歌の
競演も行った。更に、ゲスト出演者は市民コーラスとの共演も行い、イ

ルミネーション、ライトアップ等の演出効果も抜群で、2 時間に及ぶ壮大なドラマは観衆
に深い感動と興奮を与えてくれた。
おわりに―観覧者の安全確保
市民合唱団やブラスバンドが花を添えてステージ上が佳境を迎える頃、山下公園とその
周辺を埋め尽くす観覧者は、予定数の 30 万人を優に超えて 50 万人とも言われるほどに膨
らみ、最後は石川町駅から山下公園まで観衆が数珠つなぎになった。
主会場で観覧席の大型壁板が倒されたとの報告があった直後に、
「もう会場の警備はでき
ません！」とガードマンの責任者が本部席に駆け込んできた。観覧者の将棋倒しが脳裏を
かすめる緊張の瞬間だ。ここでじたばたしても仕方ない。現場責任者として腹を決めた。
第 3 ゲートは右に横浜市消防局が、左に加賀町署警備課がそれぞれ陣取り、石川町駅か
ら押し寄せる観衆の列の警備に当たっていた。消防局の警備責任者から本部席の私に、も
う第 3 ゲートは閉めた方がよいとの助言があった。一緒に陣を張る加賀町署警備課長に閉
鎖を申し出ると、
「閉めるとかえって混乱する。
あと 5 分待ちましょう。
出が始まりますよ！」
と言う。その 5 分は、私には異常に長く感ずる 5 分間であった。
言葉どおり、4、5 分もすると場内の観覧者は、1 人、2 人と徐々に会場を後にしだした。
こうして世紀の祭典は、奇跡的に一件の事故もなく終演を迎えることとなった。
以上、30 年前に横浜港で開催された超大型イベントについてお話をさせて頂いた。この
12 年後、明石市で花火大会歩道橋事故（死者 11 人・重軽傷者 247 人）が発生したが、横浜
では、それ以上の事故発生に至る状況下にあったが、幸い一件の事故もなく大成功に終わ
ることができた。これは、開催に向け県警の強い指導の下、十分な安全対策を講じたお蔭
であり、その他関係機関の多くの方々のご支援・ご協力を頂いたお蔭である。また、実行
委員会をはじめイベント関係者が一丸となって、綿密な計画と周到な準備を進めてきた賜
物である。ここに改めて関係の皆様に心から感謝申し上げます。
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終

若い時代の良き友達の話
早津

義彦

今年の夏は、春先からのコロナ騒ぎと猛暑続きのため外出自粛の
日々を過ごして来たので、1 月 21 日の“ガイドの会見学会”以降は、
近くのショッピングモールとかコンビニに行く以外、自転車で 10 分
程の湘南の海に散歩に行く程度の外出しかしておらず、長いこと電車にも乗っていない。
年齢も八十を超え、七十八才で亡くなった父親より長生きしたので、いつ死んでも良い
齢となった今、昔の友達との交遊関係を振り返ってみた。
小学校 3 年の時、父の勤務地だった京城で終戦を迎え、父の生まれ故郷の新潟の田舎の
村（現在は新井市→上越市→妙高市と何度も名称が変わっている）に引き上げた。その後、
新潟市に 1 年半程住んで、小学 6 年の二学期に初めて花の都東京（？）に出て来た。それ
は昭和 23 年のことであった。まだ街のあちこちに戦災の後が残っていて、学校も焼け跡に
急ごしらえで建てた木造平屋の数教室しかなく、週替わりで午前・午後の二部授業だった。
友達らしい友達としては、この小 6 時代に知り合って中学も一緒だった男が最初で、良く
草野球をしたり、魚釣りに行ったりした思い出がある。しかし、高校進学で別々の学校に
行くようになると会う機会も少なくなり、私自身も父の転勤で群馬県館林に引っ越してし
まった。
（余談になるが、舘林から始発の東武電車に乗り、北千住・日暮里と二度乗り換え
山手線で新宿迄、片道 2 時間半の通学を半年程続けて、新宿の高校を卒業した。）それ故、
次第に疎遠になり、ある時風の便りに亡くなったことを知った。従って、今でも交流のあ
る友人は高校時代の仲間で、いわゆる幼なじみの友と云う者は全くいない。
いっとき

学生時代は寮生活で家に帰るのは夏休みと冬休みの一時の為、高校時代の友人達との交
流は、もっぱら皆が社会人となってからだ。特に船乗りの自分にとっては数度の東京での
陸上勤務の折と、内航の子会社に移籍してからが殆どであった。

今でも年に数回集まっ

て昼食をとり、歓談している仲間は高校時代の文科系部活で一緒だった 5 名の友で、70 年
近い交流となる。高卒後の経歴は皆バラバラ、勿論皆既に引
退し、一人を除いては元気で生きている。
唯一人早く亡くなった友とは中学も一緒で、一番親しかっ
た。彼は慶応大から生命保険会社に入ったが、彼の親が資産
家で長野の蓼科に山荘を持っていたので、年に二度ほど、皆
で同時に休暇を取り、二泊三日の旅行をし、ゴルフ、ワカサ
ギ釣り、スキヤキパーティー等をして楽しんだだけに残念だ
った。

Ｓ54 頃、オーストラリアで
長期沖待ち中に釣った鯛

早稲田大には二人が行き、一人はタイヤメーカーに就職後
子会社の役員を経て引退したが、学生時代にトランプのコントラクトブリッジのクラブで
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結構名を売っていたとのこと。
もう一人は、中堅の商社からロスアンゼルスの現地法人の
代表となり、私のカルフォルニア航路のコンテナ船々長時
代、毎航海ごとに会って食事を共にした。当時まだ日本に
来ていなかったオカピ（世界三大珍獣の一つで、20 世紀
になって初めてコンゴの森で発見されたと云うキリンと
縞馬の合いの子の様な動物、今では横浜ズーラシアに居る）

友人と蓼科高原にて

をサンディゴ動物園迄見に連れて行って貰った。
横浜国大に行った一人は、銀行に就職後別会社に移り、今は東北方面で時々ボランティ
ア活動をしていると云う。
最後の一人は、高校時代に母親を亡くし、父と二人だけになった為大学へは行かず航空
自衛隊に入り、ジェット機のパイロットとして浜松、千歳基地に勤務、国籍不明機の侵入
にスクランブルをかける等の業務をしていたが、自分より若い防衛大出身の上司が来る様
になったのを機に除隊し、JAL のパイロットになった。その後は、子会社の台湾行きの便な
どの乗務をしていたが、退職後は自宅のある川崎近くで外国人に日本語を教えるボランテ
ィアをしているとの事だ。彼は私のバンコク駐在時代に、シンガポールかジャカルタ便だ
ったかの乗務の機会に何度か来て一泊（航空会社のパイロットには一日の離着陸回数と乗
務時間の制限があり、便数の関係で外地に何泊かする事があるとのこと）したことがあり、
その後に結婚するスチュワーデスの女性を頼まれて、タイの古典舞踊を鑑賞しながらタイ
料理を楽しむ店に案内し喜ばれたことを記憶している。
この先、世の中がどうなって行くのか不透明な昨今、無理をせず、のんびり、ゆっくり
した毎日が送れたら何も云う事なし！上記した友人達とも、今まで通り、時々会って旧交
を温めたいので、コロナの早期退散を願うばかりである。
2020 年盛夏
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

初冬の乗鞍岳（by Nakata TE-15）
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