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    帆船 船長の一日 

              荒川 博（元航海訓練所長） 

 

 「仕事せん
’ ’

ちょう
’ ’ ’

、言うこときかん
’ ’ ’

ちょう
’ ’ ’

、デッキぶらぶらこう
’ ’

かいし
’ ’ ’

・・・」などという戯言が聞かれたのは何時の頃までであっ

ただろうか。 

 しかし、太平洋横断日数が約 2 週間から 10 日間とか、1 週間に縮

められたとしても、船内に展開される生活は相変わらずの筈です。とは言いながら、大洋

航海中の船の人達はどんな日常生活をしていたのだろうか。 

 特に、「仕事せん
’ ’

ちょう
’ ’ ’

・・・と言われた船長の一日は、どんなものだったのか？」とは、

陸の人には興味のあることと思い、帆船時代の船長の手記があったのでお目にかけましょ

う。併せて、商船とはいささか趣を異にしますが、練習帆船・海王丸船長の一日の行動記

録を記しますので比べてみて下さい。 

 

（一） 洋上の日常生活（帆船時代の船長手記） 

 朝 6 時 30 分、ボーイがコーヒーを持って来た後、浴室の掃除をしていく。 

 7 時、後甲板に上り、海、空を観察した後、甲板上、檣上等を一見廻りし、ヤードがきち

んとトリムされているか、帆が正しく展帆されているか、バントラインが十分伸ばさ

れているか等、全てがシップシェイプに整頓されているかを点検する。 

  それから、太陽が出ており適当な高度になっているならば、六分儀で太陽高度を測っ

ておき朝食後に計算する。 

 8 時、妻＊と非直の航海士と共に朝食をとる。（＊この船主船長は妻を同道していた！） 

  食後甲板上を歩き廻り、全てが清潔にきちんと片付いているか、製帆手や船匠の仕事 

  が上手く進んでいるか一瞥するとともに、朝の挨拶や当直航海士とちょっとした雑談 

 を交わしながら、しばらく当直員と過ごす。 

 製帆手、船匠とボーイだけが自分の直接の監督下に入るメンバーなので、出来るだけ

航海士がセーラーたちと当直や作業をしているのには干渉しないようにしていた。 

正午、私と航海士は太陽の子午線高度を測り、船の正午位置を計算し、昼食をとる。 

 午後は製帆手と仕事をし、船匠の作業場で数時間を個人的な仕事をして過ごした。 

午後 5 時、夕食をとり、その後は自分の時間として天候が良ければ甲板上にで、そうで 

 なければ私室で 10 時半か 11 時頃の寝るまでの時間を過ごした。 

夕刻の甲板上の読書とか、妻や当直中の航海士とのおしゃべりは正に最良の時間であ

った。熱帯海域の夜は非常に美しく、涼しく、素晴らしく、どんな晴天の日より最高

であった。更には、熱帯の月夜の素晴らしいこと、帆船の甲板上から見るその素晴ら

しさは、何物にもたとえ難い光景であった！ 
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（二） 洋上の日常生活（海王丸船長の一日の行動記録例） 

0020 頃：当直交代、巡検結果の報告を受ける。 

0420 頃：当直交代、巡検結果の報告を受ける。 

0600 頃：既に起床して室内で体裁を調えた後甲板上に上る。観天望気、ヤードのトリム 

    展帆の状況を一瞥 

0630  ：朝別科員起き出し整列点呼の後、体操参加。 

朝別科の間、甲板上を一巡し、シップシェイプを確認する。 

0730  ：朝食 

0815 頃：船長室にて当直交代の報告を受ける。 

0830  ：午前の課業整列点呼の後、私室で書類閲読、読書等で自分の時間を過ごす。 

1145  ：甲板へ上る。航海士の正午位置計算から船位を決定し、進路等を指示する。 

1200 頃：昼食、当直交代の報告を受ける。 

1300  ：午後の課業整列点呼の後、体操に参加する。各種課業を見、航海士と歓談し、 

       晴天ならば製帆作業などをしながら、出来るだけ甲板上で過ごす。 

1500 頃：士官室で非番の者と喫茶、雑談。 

1615  ：船長室で当直交代の報告を受ける。オーダーブック記註 

1700  ：夕食 

       日没前後、オーダーブックを持参して甲板に上り、軽帆の畳帆作業を見て暫く 

       観天望気の後、私室で休息。 

1930 頃：再び甲板上に上り当直航海士歓談。 

2000  ：当直交代の様子を看視。その後当直交代、巡検結果の報を受ける。必要あれば、  

       当直航海士に指示して士官室に下り、夜食をとっている人達と暫く歓談後私室

に入る。暗順応保持のため室内は暗くして仮眠する。 

 

さて、航海中の大きな楽しみの一つに食事があります。20 世紀初頭の帆船船長がどんなも

のを食べていたのか、手元にあるかつての航海訓練所帆船海王丸の献立と比べてみるのも

一興と思い、木曜と日曜の例を紹介します。 

 

    20 世紀初頭帆船船長献立         帆船海王丸の献立 

木曜日                     (米飯は献立表に記載なし) 

朝食・かゆ、ミルク、ポークビーンズ    ・味噌汁昆布、卵豆腐、ひじき煎煮 

   ふすま入りパン、バタ付パン      佃煮、漬物、フルーツヨーグルト 

 

昼食・エンドウ豆スープ、コンビーフ    ・いわしロールドフライ、マカロニ 

   ジャガイモ野菜添えパイ、チーズ、   グラタン、フランクフルト・ウィンナ 

   ビスケット              ソテー、りんご 
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夕食・コンビーフ入りごった煮料理、漬物  ・コールロブスターピータン添え、 

   バタ付パン              オックステールスープ 

 

夜食・なし                ・ココア、マーマレード付パン 

 

日曜日 

朝食・乾プラム入シチュー、ベーコンエッグ ・味噌汁青葱、巻き焼き玉子ウニ入り 

    シロップ添ホットケーキ、バタ付パン  しらす干し、佃煮、漬物、ジョア 

 

昼食・野菜スープ、ローストビーフ（缶詰）  ・チャシュウーメン、焼豚、鳴戸巻き 

   ジャガイモ野菜添ブラムダフ、パン    メンマ、もやし、ほうれん草、 

                       開さんま火取（豆飯）、りんご 

 

夕食・肉シチュー、冷ハム、冷牛肉料理    ・ハンバーグステーキ、ベーコン巻き 

   漬物、玉蜀黍パン、フルーツ（缶詰）   ポーチドエッグ、酢の物大根なます 

   ビスケット、チーズ、紅茶かコーヒー   揚げシューマイ 

  ・ワイン（鰯、ジャム、蜂蜜） 

夜食・なし                 ・あんまん、牛乳 

 

 

20 世紀初頭の帆船に於いて、船長・士官そして甲板員の食

事にはどれほどの差があったのか、手元に記録がないので紹

介できないのが残念です。しかるに、航海訓練所の練習船に

於いては、船長始め全乗組員そして、実習生全てが同じメニ

ューであったことは、ご存知の通りです。 

 

今回は、「船長はウォッチも持たないし、勝手気ままに甲板あるいは船橋に上がって来て、

好き勝手に船内を歩き廻っているように思えるときがある。特に大洋航海になると、正午

にコースを決めて後は何をしているのだろうか」という、実習生からかつて投げかけられ

た素朴な疑問、に答えると共に、帆船日本丸を見学に訪れる見学の方々に航海中の帆船船

長の生活の一端でも説明されるのに役立つならばと記したものです。たまたま手元にあっ

た、海王丸時代の記録を元にしましたが、姉妹船である姉の日本丸でも殆ど変わりがない

ことは御明察の通りです。 

以上 

 

 
太平洋ヨットレース 1961 年 
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           初代帆船海王丸便り 

                      大藤 高広（帆船海王丸船長）                          

    （公財）伏木富山港・海王丸財団 常務理事 

ご挨拶 

「帆船日本丸ガイドの会」メンバーの皆様、こんにちは。日頃からの皆

様のご尽力に対しまして、敬意を表しますとともに帆船「日本丸」の大規

模修繕工事が無事終了されましたことに心よりのお祝いを申し上げさせ

ていただきます。 

さて、昨年度、令和元年 9 月から令和 2 年 8 月にかけて、帆船海王丸を中心とする伏木

富山港・海王丸財団関連の近況を、昨年と同様に「初代帆船海王丸だより」としてお伝え

したいと存じます。 

 

◇「世界で最も美しい湾クラブ」世界総会 in 富山 

日本で初めての世界総会が令和元年 10月に富山県で開催され、総会の参加者を歓迎する

メインイベント会場として海王丸パークが選ばれ 10 月 20 日に当パーク及び海王丸船上で

開かれました。当日は、あいにくの降水と強風（台風の余波）で予定していた総帆展帆の

披露は出来ませんでしたが、300人余りの国際色豊かな方々が当パークと海王丸を訪れ船内

案内や港内での漁船パレードなど富山湾の魅力に親しんで頂くことができました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇帆船海王丸一般公開 30 年記念式典等 

今年、帆船海王丸は誕生から 90 年、富山県での係留保存・一般公開の始まりから 30 年

という節目の年を迎え、8 月 10 日に記念式典を挙行いたしました。コロナ渦の下、ボラン

ティアによる総帆展帆や歴代船長のご臨席などは叶いませんでしたが、富山県知事・射水

市長、地元国会議員様他、近隣の関係省庁様のご臨席並びに地元中学生の吹奏楽演奏を賜

り祝福を受けることができました。 

世界で最も美しい湾クラブ世界総会 令和元年 10月 20日 
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また、併せて一般公開当初よりボランティアとして海王丸の総帆展帆に参加されている

方及び海王丸パークにおいて長年にわたり清掃活動されている団体に当財団から感謝状を

贈呈いたしました。 

 

その他、パークと共に様々な記念事業を計画しておりましたが、コロナの感染拡大状況

に鑑みその大半を断念せざるを得ませんでした。

そんな中、「恋人の聖地」に係留された海王丸が

公開 30 年を迎えるにあたり特別に企画した結

婚 30 年以上のご夫婦に贈る「幸せのベル結婚式

（体験）」、大型ヨットによる「富山湾サンセッ

トクルーズ」並びに新湊マリーナ隣接のレスト

ランでのディナーには 134 組の応募があり、抽

選で選ばれた 5 組のご夫婦に祝福を贈ることが

できました。 

 

◇公開事業、錬成事業等 

令和元年度のパーク来園者数は、約 120 万人となり海王丸の乗船者も過去 5 年で 2 番目

に多い約 6万 9千人でしたが、今年度 4 月 19日～5 月 20 日の間は、一般公開を休止しまし

た。現在、入場者数を制限するなど感染拡大の防止に留意しながら公開を行っております

が 4 月～7 月までの見学者数は、昨年度と比較して約 84％減となっております。 

令和元年度の総帆展帆は予定 10 回のうち 7 回を実施することができました。今年度も始

動に備え 3月から乗組員による縦帆とコースのベンディングは終わらせておりましたが、4

帆船海王丸一般公開 30年記念式典 参列・表彰者 令和 2年 8月 10日 

夫婦で体験「幸せのベル結婚式」令和 2年 7月 19日 
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月のボランティアによるベンディングセイルは中止せざるを得ず、現在は、横帆 15枚がセ

イルロッカーに眠ったままです。今年度予定の総帆展帆 10回のうち 8 月までの 7回は中止

し、9 月～11 月の残り 3回の実施も極めて困難な情勢です。 

また、昨年度 25団体、約 1200人に参加頂いた海洋教室は、今年度 24 団体の参加を見込

んでおりましたが、10 月予定の 1団体を除き 8 月時点で全て予約取消となっております。 

 

◇パーク運営、イベント開催等 

コロナ感染拡大防止のため、4月～6 月にかけて「鯉のぼり掲揚式」、「花の迷路開園式」、

「ちびっ子天国 in 海王丸パーク」などの恒例のイベントは全て中止いたしました。   

 

◇設備整備等 

 ○風向風速計 

  本船コーシンベーンの表示器（右舷：リーサイドルーム・左舷：航海船橋下警備員室）

をウエブカメラで撮影、インターネット配信により離れた日本海交流センター棟（事務

所）の個人 PC 上でもリアルタイムで船上の風向風速を確認できるようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予備プロペラと予備錨 

 同センター棟南側に展示の海王丸予備プロペラは長

年の錆で焦げ茶色になっていましたがピカピカに磨き

あげシールコートいたしました。（甲板部作業） 

 本船ウェルデッキの右舷側に格納の予備錨とその固

定台座の腐食が著しく、台座の更新が必要となったた

め、予備錨の陸揚げ錆打ち手入れ（サンドブラスト）

と台座及び固定金具等の更新工事を行いました。（新日

本海重工業(株)沖修理） 

 

 ○新型コロナウイルス感染予防対策 

  緊急事態宣言の解除を受け 5 月 21 日から海王丸は一般公開を再開いたしました。感染

風向風速計表示器確認画面 

ピカピカになった予備プロペラ 
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予防対策として次のような対策を講じました。 

①乗船発券窓口のアクリル板の設置 

②見学順路におけるソーシャルディスタンス確保の 

ための目印（2ｍ毎）の設置 

③排気ファンによる船内の強制換気 

④見学者の密を防ぐため、入場整理券を配布し、 

30分毎の乗船者数を 50 人までに制限(8/8～8/16) 

 ⑤手洗い消毒液設置と船内手摺の定期的消毒 

 

◇終りに 

コロナ禍が改善された節には是非、海王丸パーク（写真：雄大な立

山連峰と新湊大橋を背景に望む景勝地）にご来場頂けるよう広く皆様

にお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通路のソーシャルディスタンスマーク 
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              伯父たちと私 

               阿部 玲子（海洋会事務局） 

私には３人の伯父がいる。 

一番長い付合いは政隆伯父。大正 12 年生まれ。旧制福岡中学校を卒

業後、熊本工業専門学校に入学、卒業は終戦の年だったようだ。工業系

だったので学徒出陣は延期だったが、日本刀を購入し出陣の準備をして

いた。出陣せずに終戦を迎えた。帰郷後は、福岡市立博多第一工業高校

の教諭となるが、祖父の勧めで電通に入社し工場の製版関係の仕事に就

いた。体調を壊した為以前勤務していた高校に戻り教職を勤め上げた。学生を自宅に呼び

勉強を教えたり、学生の就職を世話したり、学生から慕われる先生だった。姪にも優しい

伯父でもあった。 

 

 二番目に長いのが陽来
は る き

伯父。昭和 7 年生まれ。旧制筑紫中学入学、卒業は学制変更によ

り筑紫ヶ丘高校で卒業し、九州大学工学部造船科卒業。大学は肺炎で 1 年間留年、原因は

正月に徹夜麻雀をして体調不良を周囲に言えず悪化したようだ。4 学年違う母と卒業が一緒

になった。これを機に一家では『麻雀禁止』となった。入社は函館ドックだったが、青函

連絡船の終航で会社の経営が傾き、来島ドックからの介入で上司が年下となり嫌気がさし

たという。大学の先輩の勧めで波止浜造船に転職。工場長と２期常務を務めた。大きなタ

ンカー等も造ったらしく函館の家に写真を飾っている。 

 外見はとても温和な陽来伯父だが、学生時代は結構ヤンチャだった。帰宅中、他校の学

生に絡まれ家から木刀を持出し、血相を変えて出掛けたとか。また海軍で厳しかった祖父

からはよく叱られ、祖母は「良い方に転ぶか、悪い方に転ぶか」心配していたが、良い方

に転び安堵したらしい。 

 福岡大空襲直後、祖父は仕事で地元に残るが一家は祖父の実姉宅(熊本阿蘇)に疎開する。

疎開先で、学校帰りの陽来伯父は米軍機に追いかけられ竹藪に逃込んで助かったが、駅の

助役さんは攻撃を受けて亡くなった。同じ米軍機からの攻撃だったのでは？と話したらし

い。民間を襲う時代、福岡から阿蘇に向かう道中(5・6 時間)によく攻撃を受けなかったと

私は思った。 

 

 三番目の伯父を語る前に、祖父のことを少し。明治 25 年熊本阿蘇に生まれ、八人兄姉の

末子。海軍にいた。養子(結婚)の為、福岡に出てきて旅館業をしていた本家に居候、みかん

箱 1 つから始めた生活だった。福岡の地理は知らない祖父は、地図を片手に広告業の営業

回り、祖母は手先が器用だったので裁縫で生計を立てた。祖父は、入江広告社の支配人を

やりながら、８畳位のゲーム場も経営していた。戦後、入江広告社は電通に吸収され、祖

父の訃報時は新聞に黒枠で掲載された。 

 母が幼い頃、朝寝坊する家族を「総員起こし！」と家中を言い回ったとの事、海軍気質
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は健在だった。厳しくやかましい祖父、幼い私にも手加減はなかった。私もよく叱られ「お

じいちゃんは好かん」と叫んでいたらしい。祖父と同居していた伯母がよくその話をして

くれた。叱るのには理由があり、池の鯉にちょっかいをかける私が悪いのだけど。幼くて

も容赦はしなかった祖父。厳しいだけでなく祖父は恩を決して忘れない人でもあった。 

 

 いよいよ、三番目に長いというより写真でしか見たことがない弘昭伯父。昭和２年生ま

れ。幼い頃病気に罹り、１年間看護婦さんを雇って看病をしたほどだった。県立福岡農学

校を卒業し、日綿実業に入社。会社の指示でビルマに麻栽培技術指導員として派遣される。

軍属として派遣されていたので戦死扱いとなった。同行していた同僚からの電報で家族は

訃報を知る。弘昭伯父は「乗船していた船がビルマの入口で撃沈され死去」と親族は聞か

された。 

 ビルマへの出発はお盆の８月 13 日、会社に一度出社しその後に出発した。一家では毎年

お盆の祭壇は 12 日迄に作っていたが、その年は弘昭伯父を駅に送った後に作ることにした。

弘昭伯父を見送って帰宅したら、毎年 14 日に来られる和尚さんがその年は 13 日に来られ

祖母と母は慌てて作ったという。母は弘昭伯父から一番可愛がられていたので、余計にお

盆の 13 日は悲しいと言っている。 

 

 生前中の伯父たちとは、普通の伯父と姪の関係で特別なモノはなかったが、改めて考え

ると規模は全く異なるけれど、私も幼稚園教諭、広告代理店に勤務した。今は海事団体勤

務と伯父たち、祖父と共通点が多い。もしかすると親族で一番かも、と思うと同時に今だ

ったら色々な話ができただろう。               

 海洋会に勤務し、観音崎の戦没者慰霊祭を知り、乗船中

に亡くなった弘昭伯父も関係していないか調べたが、船員

でない弘昭伯父は無関係だった。無関係とは分かっていた

が、平成 27 年 8 月 16 日に観音崎に行ってみた。JR 横須

賀駅からバスに乗り、下車したバス停から少し上って広場

に到着、大粒の涙が出てきた。弘昭伯父はここにいないの

に…。「よく来たね」と言われたようにも感じた。 

 

 本来、この原稿はここで終わりの予定だったが、母から

のヒアリング内容を従兄に話すと「沖縄の摩文仁の丘で弘

昭伯父の名前を見た」という、再度調査開始。 

すると、靖國神社に祀られていることが判明。陸軍の軍

属、フィリピンのルソン島の北端バイギーワンで死去。ビ

ルマ入口ではなかった。地図で調べるとバンギという町が

ありバンギ湾がある。上陸できず海中に眠っているというのは変わらなかった。 
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 靖國神社からご紹介いただいた福

岡県庁内の軍歴を管理している部署

にも連絡し、弘昭伯父の軍歴の存在が

分かった。早速、取寄せることにした。 

 思わぬ展開に早速母に連絡すると、とんとん拍子に分かった事実に驚きと喜び、「政隆伯

父が知ったら喜ぶよ」と母は泣いていた。 

 

 ホームページによると、軍歴証明書には「出航した港」も書かれているようだ。 

その後、届いた福岡県庁からの申請書類には、弘昭伯父の書類は 1 枚とのこと。どの程

度の内容かが少々心配だけど、もし出航港が判り船名も分かれば足取りが判るかも。 

そして、海洋会発行の 2020 年海洋 7 月号に「海没遺骨」の掲載をみつけた。遺骨収集の

対象なのか、既に終わっているのか、こちらもあたる価値はありそうだ。 

もし…もし…もしも、遺骨が戻ってくれば本当にこれ以上に喜ばしいことはない。いま

から今後の展開が膨らんでくる。年数が過ぎれば時間切れになることもあるが、年数経っ

たから解禁されることもある。今回の色々な巡り合わせは不思議だ。 

 あれこれと妄想が膨らむが、まずは軍歴証明書を手に取ろう。想像と異なっているかも

しれないと少々心配もあるが、辿り着いた弘昭伯父の事実はしっかり受留めよう。 

コロナ後には沖縄、そしてルソン島に弘昭伯父を迎えに行こう。先ずは靖國神社、そし

て陽来伯父に報告参りに行った。職場から 20 分圏内に二人がいるのは不思議、見守ってく

れているのだろう。 

 

・・あとがき・・海洋会事務局に勤務しているお陰で、海運界に関係する方 （々大先輩方？）

と接する機会が多々あります。数年前から海の日前夜祭や海洋会横浜支部の会合等も何度

かお手伝いしておりますので、帆船日本丸ガイドの会の皆様の何人かとはお会いしていま

すし、「帆船日本丸ガイド会誌」は、毎号大変楽しく拝読させて頂いています。 

 今回、会誌の第 10 号に「会誌の感想文でも・・」とお話が合ったのですが、帆船日本丸

といえば、私の知らない太平洋戦争を生き抜き、昭和の時代を現役の練習帆船として海の

男を育てて来た歴史が、私の頭に浮かびました。と同時に、我の伯父に関する諸々を調べ

て書いてみようと思った次第です。駄文へのお付き合い、有難うございました。 

帆船日本丸ガイドの皆様の益々のご健勝をお祈りいたしております。 

                                   以上  

 

 

 

 

 

 

   


