
76 

 

                  古市 初夫（事務局長） 

 

Ⅰ、第 12 回「帆船日本丸ガイドの会」総会議事抄録（書面表決） 

とそのフォロー 
 

Ⅰ．開催日時：令和２年 5 月（新型コロナウイルス拡散防止対策により書面表決） 

配布した議事次第に則り、各種資料を配布して、４７名中３８名の方から何らかの形（メール／FAX／

郵送）で表決書の返信があり、全て異議なしであった。 

 

第１号議案  平成 31年度 活動報告について   （総会資料 1-①、１-②） 

第２号議案  平成 31年度 会計報告について   （総会資料 2） ＋ 監査報告 

第３号議案  令和 2年度 活動計画(案)ついて   （総会資料 3） 

第４号議案  令和 2年度 収支予算(案)について   （総会資料 4） 

第５号議案  役員の改選について     （総会資料 5）---＊現体制継続 

第６号議案  会誌第 10号の発行について    （総会資料 6） 

 

第 1号議案「活動報告について」は、 

資料 1-①を以下に転記する。 平成 31年度 活動報告（2019 年 4 月 1 日～2020年 3月 31 日）。 
 

１．諸会議開催 

(1)第１１回通常総会（総会終了後 懇親会を開催） 

・日時：令和元年 5月 8日(水) 15:00～16:30 

・場所：日本丸訓練センター（24名参加） 
 
議事に先立ち感謝状贈呈した 

長年にわたるガイド活動の功労者 3名の方に感謝状と記念品を贈った。 

伊藤 喜市氏(88)  大河原 明徳氏(87)  北沢 昌永氏(87) 
 
・議事：H30年度活動報告及び会計報告、H31年度活動計画及び予算、 

会誌第 9号の発刊方針・ガイド実施要領等につき審議、 

何れもほぼ原案通り承認された。 

議事抄録は、会誌第 9号 事務局報告 68㌻に収録･周知済み 
 
・総会後の懇親会 

財団 会長 金近様より「ガイドの会」に感謝状を頂いた。 

（海洋会横浜支部 会議室に飾って頂いた） 

懇親会参加者： 財 団      金近会長 青木副会長 飯田船長 

海洋会横浜支部  河原支部長 小島次期支部長 

会員 21名 

(2)幹事会 

・平成 31年４月９日（火）10:00～12:00 ＠海洋会横浜支部会議室（8名） 

定期総会の審議事項を打合せた。 

・令和元年 12月 3日（火）15:00～17:00 ＠海洋会横浜支部会議室 10名） 

情報交換会への提起項目を打合せた。 
 
(3)情報交換会（後 懇親会 17：00～18：30） 

日時：令和元年 12月 9日(月) 15:00～17:00 

場所：日本丸訓練センター第１教室（会員 33名参加）懇親会 30名＋田中 C/O出席 

・田中 C/Oから、大規模修繕の工事予定個所（含む定期整備箇所）につき図面を基に説明あり。 

・ガイドから財団へ改善希望 

○ア 船内に掲示写真を増やして欲しい。→展示品を増やさない方針だが、検討する。 

事務局報告 
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○イ  口頭説明＋視覚で説明出来る手立てが欲しい。→後日財団が白板購入 ＠控室 

○ウ  六分儀の解説（GPS衛星の故障対策の有用性） 

・勉強会/見学会を１、２回 計画する（本船再公開前に） 

・ガイド夏服の更新検討 

現用の半袖ポロシャツ→ベストタイプ（ポケット付き）として、費用はスポンサーを探し、いな

い場合は個人負担でも可。（事前見積りでは、現用品≒2.5千円/着と略同額） 

 

２．ガイド実施（「帆船日本丸ガイド」出動実績 １号議案（資料１－②）参照） 

年間出動日数 205日、延べ人数 468名 

大規模修繕工事（第二期）の為 12月 2日～2月 28日の間 本船は未公開 

新型コロナウイルス拡散防止対策で全館休館した 2月 29日～3月 31日 
 
３．講演会・研修会(勉強会)・見学会の開催 

(1) 見学会 『東洋信号通信社 見学会』 1月 21日（火）14:00～16:00 

総参加者 15名、後 新年会(懇親会) 参加 13名 ＠京急鶴見 

(2) 勉強会「重要文化財の修繕について（帆船日本丸を例にして）」 講師：飯田船長 

2月 16日 開催予定だったが、ウイルス拡散防止対策により中止した。 
 
４．会誌第９号の発刊（会誌第９号配布一覧表参照） 

会誌第９号を発刊し、12月の情報交換会にて会員に一冊無料配布(除く休会員)、 

関係機関等へ贈呈。 

追悼文を掲載した遺族宛に送付 

大本家、木村家、大杉家、（中澤家は住所不明） 
 
５．その他 

・博物館関係のボランテイアとの交流会は開催しなかった。 

・財団主催のボランティア感謝祭(3月 22日)は、ウイルス対策で中止となった。 

議事抄録は 以上 

Ⅱ．報告事項等（総会議事次第より転記） 

(1) 会員の動静 （平成 31年４月１日～令和２年３月３１日） 

入 会 者  :9名---長塚 正敏、松澤 正、倉田 博次、栗原 景太郎、筒井 哲、 

山澤 時廣、斎藤 徹郎、高石 勝、河村 奉忠 

退 会 者  :2名---大本 直宏(逝去)、松澤 正(体調) 

通期休会者 :1名---松浦 義夫 

継続休会者 :3名---奥田 浩一郎、森 巌、香月 誠司 

(2) 勉強会と見学会 

・1月 21日(火) 東洋信号通信社 ＠大黒ふ頭２２ 横浜港流通センター 参加者 13名 

(3) 休館 

・大規模修繕工事（第二期） （令和元年 12月 2日～令和 2年 2月 28日） 

・新型コロナウイルス拡散防止対策 （令和２年 2月 29日～3月 31日） 

(4) 当日のグループツアーは中止した 

（利用者少なく、ガイド配置の柔軟性にも影響あり——定時に集合場所に居る必要が生じた） 

(5) 団体予約時のガイド希望を可能な限り受入れている 

 

Ⅲ．提案・検討事項（総会議事次第より転記） 

(1) 財団の動き（ボランテイア活動への考え方を見直し）―――昨年から繰越 

現在、それぞれのボランテイアグループ＆団体は、活動現場に応じて個別の規程を持ってい

るが、財団は活動の一翼を担うボランテイア活動に対して、統一した考え方（基本）を制定して、

個々のボランティア活動規程に反映させてから、外部団体（主に本会）と覚書を交わす意向。 

(2) ガイドユニフォームの新調検討 

・夏用のポロシャツをベストタイプ（ポケット付き）（冬用はイベントブルゾン使用） 
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・費用の捻出 

現状は、夏･冬共に新加入者数に見合った枚数を発注（相川副代表経由） 
特記事項 

令和 2 年６月 30 日 財団会長室にて、財団とボランテイア活動について覚書を取り交わした。

（会員各位に事前にお知らせした文章を以下に掲載） 

令和２年６月８日 

「帆船日本丸ガイドの会」各位 

代表幹事 安田 岩男 
 

財団 ボランティア活動実施に関する要綱・ガイドボランティア活動実施要領 

および覚書きについて 
 
本船案内の活動停止期間は、半年を過ぎてしまいましたが、皆様如何お過ごしでしょうか。 

昨年 12 月第二期大規模修繕工事着工、2 月完工、3 月活動自粛 その後 全館臨時休館、4～5 月休

館、6月開館するも案内活動は、引続き休止で再開の目途は立っていません。 

 

さて件名につき、財団は 1 年以上前から、事業内容を支えている各種ボランティア活動を束ねる要綱

の制定に着手していましたが、延び延びとなり、代表幹事として、その動向に注視しつつ、我々の総会・

情報交換会では「財団検討中」とご報告する程度でした。 
 
この度、臨時休館期間中に「ボランティア活動実施に関する要綱」が定まり、我々の会も他のボランテ

イア活動と同じく、財団の管理下で活動することになりました。そして、担当となる指導課が作成した「活

動実施要領」についても、幹事会に諮り同意に至りました。 
 
ついては、添付の財団作成書類をご確認して頂き、皆様の同意を得てから、財団会長と覚書きを 6月

中旬までに交わす所存です。 

今後に生かすべく、特にご意見があれば事務局までお寄せ下さい。 

尚、幹事会では、4 月に財団からの提案を受け、活動の実態は今までと変わらない事を念頭におき、指

導課案を吟味しました。文言の違和感、活動中に生じる指導課との行き違い等は在ろうかと思いますが、

都度、解消に努めていますこと申し添えます。 

記 

財団の事業を支えている各種ボランティア活動の経緯 

財団設立当初、展帆ボランティアを個々に指導部が募集、甲板ボランテイアも指導部が立上、 

我々は、指導部が担当する事業に支援･協力しようと集まり、組織として参加。 

博物館案内と各種講座・教室のボランティアは、学芸課が個々に募集して選別。 

メモリアルパークの植栽管理ボランティアは、業務推進課が募集。 

我々のみ、財団に属さない組織として活動の場（本船）を提供されて活動してきた。 

参考：現在、財団の事業を支えているボランテイア活動を下表に纏めた。 

事 業 内  容 活動ボランティア名 活動開始時期 担当課 

公開事業 

総帆展帆 展帆ボランティア 1985年 4月 指導課 

日本丸船内案内 ガイドボランティア 2008 年 5月 指導課 

横浜みなと博物館案内 展示案内ボランティア 2009年 12月 学芸課 

教育事業 横浜みなと博物館各種講座･教室 教育活動ボランティア 2010年 5月 学芸課 

保存･整備事業 
日本丸メモリアルパーク植栽管理 グリーンボランティア 2015年 9月 業務推進課 

日本丸整備作業 甲板ボランティア 1985年 4月 指導課 
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Ⅱ事務連絡   
１）5 分前ミーティングの励行 

・09:55 総合案内の前のソファーにて、指導課と当番ガイドが当日の打合せを行う 

・主な打合せ事項は、当日の団体スケジュールの確認（ガイドの要不要・博物館の見学時間

調整）、総合案内からの連絡方法 及び 見学中の事故防止対策の確認 

２）総帆展帆日の船内公開時間とガイド活動 

・総帆展帆日は公開時間が通常より 30 分早まり、9 時 30 分とする 

ガイドは極力公開時間に合わせて活動を開始し、展帆・畳帆作業中は船外待機が基本 

Ⅲ、会員名簿 
（令和２年９月１日現在） 

名   前 名   前 名   前 

1 ○ 相川 康明 Ｎ 21  斎藤 徹郎 Ｎ 41  松﨑 光男 Ｎ 

2  東 義明 Ｎ 22 ＠ 坂元 良一 Ｎ 42  宮澤 勇夫 Ｅ 

3  伊藤 喜市 Ｎ 23  澤間 譲治 Ｎ 43 ＊ 望月 二朗 Ｎ 

4  井上 喜三郎 Ｎ 24  新福 良行 Ｎ 44 ◎ 安田 岩男 Ｎ 

5  猪森 正武 Ｎ 25  瀬戸 明 Ｅ 45  山澤 時廣 Ｎ 

6  内田 直行 Ｎ 26  高石 勝 Ｎ 46  山田 徹郎 Ｎ 

7  江森 健二 Ｎ 27  高橋 美次 Ｎ 47  米原 健一 Ｎ 

8 ☆ 大河原 明徳 Ｎ 28 ＊ 田上 和丸 Ｎ 48  松浦 義夫 Ｎ 

9  大槻 和彦 Ｎ 29  竹野 肇 Ｎ 49  奥田 浩一郎 Ｎ 

10 ○ 大西 典一 Ｎ 30  立石 健三 Ｎ 50  香月 誠司 Ｎ 

11  片山 瑞穂 Ｒ 31  筒井 哲 Ｎ 51  森 巌 Ｎ 

12  加山 文治 Ｎ 32 ◇ 角田 昌男 Ｎ 52  松澤 正 Ｎ 

13  川瀬 正彦 Ｎ 33  長井 武志 Ｎ     

14  河村 奉忠 Ｎ 34  長塚 正敏 Ｎ     

15  岸本 宗久 Ｎ 35  花田 兵六 Ｎ ☆---顧問 

◎---代表幹事 

○---副代表幹事２名 

◇---幹事･会誌編集長 

△---幹事･事務局 

＊---幹事 

＠---監査役 

休会者    ：３名（継続） 

休会者    ：１名（２年） 

今期入会者：６名 

今期退会者：１名（体調） 

16  北沢 昌永 Ｎ 36  林 作治 Ｎ 

17 ＊ 木村 正次 Ｅ 37  早津 義彦 Ｎ 

18  倉田 博次 Ｎ 38  葉山 忠雄 Ｎ 

19  栗原 景太郎 Ｎ 39 △ 古市 初夫 Ｅ 

20  小暮 文悟 Ｎ 40 ＠ 古瀬 文晴 Ｒ 
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本誌創刊号から編集担当を拝命して 10 年、こうして何とか無事に第 10 号をお届けするこ

とが出来ましたのは、会員始め関係皆様のご支援・ご協力の賜物と感謝申し上げます。 

 本誌は「会員相互の理解と親睦を深めることに役立て、かつ記録保存に活用する」こと

を目的に、年一回発行することが総会で決まったのでしたが、毎号、締め切り日が近づく

につれ、果たしてどの位原稿が集まるか心配でした。特に本号の場合、中々原稿が届かず

ヤキモキしましたが、結果的には会員各位の熱意により、今までで一番多く、かつバラエ

ティーに富んだ内容となり、胸をなでおろしながら編集作業に取り組んだのでした。また、

校正・発行に際しては、本号も古瀬会員（監査役）と古市会員（事務局長）に大変ご尽力

頂いたことを、感謝を込めて報告する次第です。 

 今年は、新型コロナウイルス COVID-19 に振り回された年でした。

昨年発行の第 9 号編集後記には「来年は東京 OC の年、日本金メダル

32 個への期待、年間訪日外人 4 千万人の大幅増予測、OC 期間中の横

浜港ホテルシップ等で、本船も賑わうだろう。」と記したのですが、「来

年のことを言うと、鬼が笑う！」の諺どおり、突如現れた目に見えな

い新型ウイルスに世界中が翻弄され、東京 OC の延期、渡航禁止や自

粛で各国鎖国状態が続き、全く想像しなかった状況に陥りました。本

来なら、本船は進水 90 周年・国の重要文化財指定後の大改修終了・

上皇皇后訪船記念碑序幕などを大いに祝福し、我々ガイドも多くの訪

船者を迎えて、其々練習船や海の体験談をまじえてご案内したところ

でしたが、ウイルス防止策の 3 密を避けるため、そして我々自身の健

康維持の為などで出番なく過ぎたことは、返す返す残念です。 
 本誌の原稿締め切り日が迫った 8 月末、安倍総理が病気を理由に突

如退任を発表、7年8か月という憲政史上最長の政権が終わりを告げ、

菅政権が誕生しました。また、本誌が発行される頃には米国大統領選

が決着、世の中には徐々にウイズコロナの新しい生活様式が定着し始

めていることでしょう。我々ガイドの世界にも、それなりの変化が待

ち受けていると思います。 
季節は人々の営みに関係なく、確実に巡って来ます。春、本船の周

囲には花桃や桜が咲き、港の見える丘公園には変わらず UW 旗が翻っ

ている筈です。又、今年開庁の横浜市新庁舎への改

札口が新設された桜木町駅は、帆船日本丸を俯瞰す

るロープウェイの来春開設で更に賑わいを増すこと

でしょう。 
終わりに、新型コロナ感染の早期終息を願い、ガイド会員並びに関係皆様の益々のご健勝

をお祈り申し上げ、更には帆船日本丸がかつての賑わいを一日も早く取り戻すことを願い

つつ、パソコンを閉じることとします。         角田 昌男 （編集長） 

花桃の額内の本船 

港の見える丘のＵＷ旗 

横浜新市庁舎開庁 

編集後記 
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発行責任者： 帆船日本丸ガイドの会 

          代表幹事 安田 岩男 

 

 


