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会誌第 10 号刊行おめでとう 

               帆船日本丸ガイドの会 

                 代表幹事 安田 岩男 

 

「帆船日本丸ガイド会誌」第 10 号が刊行となりました。 

10 年の歳月を重ねて、めでたく記念すべき節目の年を迎えられた会員の

皆様に、衷心よりお祝いを申し上げます。 

この会誌は、会員同志の親睦と絆を深めることを目的とし、また、対外的な広報誌とし

ての役割も果たしております。 

顧みれば、平成 23年(2011年)5月の総会で、北沢昌永会員から会誌発刊の提案がなされ、

満場一致で皆様のご賛同を頂き、角田昌男会員が編集長に任名されました。その年の 12 月、

情報交換会に合わせ創刊号を刊行し、以後、毎年、年末に発行してまいりました。  

会員の皆様からは、年々バラエティー豊かな楽しいお話が寄せられ、さらに美しい写真

が紙面を飾るなど類なき会誌として号を重ねてきました。これは、会誌発行に対する会員

各位の熱意と、編集長の優れた編集手腕の賜物であり、また、副編集長役として編集長を

支える古瀬文晴会員、事務処理に当たってきた古市初夫事務局長のご協力のお蔭です。 

  

 ご承知のように、帆船日本丸では昨年 12 月から本年 2 月末まで、国の補助を得て 2 年度

目の大規模修繕工事が施工されました。いよいよ 3 月 1 日から、新装成った帆船日本丸を

舞台に、観覧者をご案内できるものと心を踊らせていた矢先、新型コロナウイルス感染症

の国内拡大により、帆船日本丸、横浜みなと博物館とも 2 月 28 日より休館となりました。 

4 月 7 日、国は緊急事態宣言を発出、生活のために必要な場合を除く外出の自粛、「密閉」

「密集」「密接」の三密を避けて行動すること等が要請され、さらには海外からの入出国も

制限されるに至りました。その後、感染者数の減少に伴い緊急事態宣言は解除され、6 月 2

日から、帆船日本丸、みなと博物館は感染予防、拡散防止対策を行ったうえでの再開とな

りました。しかし、船内ガイドへの新型コロナウイルス感染予防などの配慮からガイドな

しの公開となってしまいました。 

 ７月下旬より、国内では都市部を中心に感染者数は再び増加傾向にあり、第２波の到来

ともいわれ、冬期に向けては更に第３波、第４波到来もあろうと警鐘を鳴らす専門家もい

ます。なかなか収束の見通しも立たない中、各分野ともコロナとの共存を前提とする「新

しい生活様式」の構築が求められています。 

過去 10年余をかけて培ってきた「帆船日本丸ガイドの会」としての理念を、「新しい生

活様式」という枠組みの中でどのように体現させていくか、会員の皆様と共にぜひ検討し

てまいりたい。そして一日も早く、「帆船日本丸ガイド」としての日常を取り戻し、再び、

元気に楽しく心を込めて国内外からの観覧者をお迎えする日が来ることを願ってやみませ

ん。                                  以上 

巻頭言 
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             着任ご挨拶 

           村田 信（帆船日本丸船長） 

          （公財）帆船日本丸記念財団・常務理事 

 

  皆様初めまして。令和 2 年 6 月から飯田敏夫キャプテンの

後任として着任した村田信（むらたしん）です。この場をお借り

して着任のご挨拶をさせて頂きます。 

 

近頃暗い話ばかりの世の中ですが、本年 10 月、誠にお目出たい話が有りました。帆船日

本丸記念財団は『海洋立国日本の推進に関する特別な功績（国土交通省推薦）』が認められ、

第 13 回海洋立国推進功労者内閣総理大臣表彰の運びとなりました。この表彰にも大きく貢

献されているガイドボランティアの皆様に対し、まずは心から敬意を表します。この素晴

らしい功績を継続していただくためにも財団職員とともに、より活動し易い環境づくりに

努めて参る所存です。どうか前任者同様よろしくお願い申し上げます。 

 

 さて、私は 30 年以上家族と共に神奈川県横浜市に居住しておりますが、出身は東京都練

馬区です。小中学校時代の同級生には韓流ドラマ「チャングムの誓い」のミン尚宮役の声

優やマルチタレント夏木マリさんの弟、東京 23 区唯一の造り味噌屋 糀谷三郎右衛門など

がいます。中学卒業後はそのまま都立高校に進学する予定でしたが、どういうわけか当時

ラグビーの強豪校であった富山県にある商船高等専門学校に進学しました。同校在学中は

ラグビー部に所属し、ラグビーに明け暮れました。当時の監督は、旧東京商船大学 7 回生

（機関科）の大津賀先生、また、船社から派遣教官として赴任していた村岡教官（旧東京

商船大学 15 回生）、藤瀬教官・吹上教官（旧神戸商船大学 16 回生）方にラグビー部のコー

チとしてもお世話になりました。卒業後は建設機械会社に就職し、海外で活躍するつもり

でおりました。そんな中、乗船実習のため昭和 56 年 9 月に初代帆船日本丸に実習生として

乗船、そのまま昭和 57 年の年明けには遠洋航海に出港、初代帆船日本丸に計 6 か月間乗り

込み冬の北太平洋を往復するという貴重な経験を得ました。そして、その遠洋航海をきっ

かけに船員になる道に進むことを決意。一念発起し、卒業後に旧東京商船大学の編入学試

験を受験、合格の後、航海科 34 回生として 2 学年に編入しました。 

 

旧東京商船大学では四寮四階でお世話になりました。もちろんラグビー部に所属しまし

た。3 年生の春季国公立大会では準決勝で優勝常連校の東京学芸大学に勝利し、見事決勝に

進出。残念ながら優勝は逃しましたが、当時の学長（菊谷先生）も見守るなか、決勝戦に

臨んだことを昨日のことのように覚えています。学部卒業後は改めて乗船実習科に進学す

る必要はありませんでした（甲種二等航海士免許取得済み）が、旧航海訓練所に就職する

ため初代帆船海王丸で再度乗船実習をさせて頂き、夏の遠洋航海にも臨みました。その後

 

ご挨拶 
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は、お蔭様で旧航海訓練所に運輸教官として就職させて頂き、各練習船の航海士を歴任、

海外赴任や 2 代目帆船日本丸船長も経験させて頂くことができました。 

 

話は長くなりましたが、重要文化財帆船日本丸は自身にとって船員になるきっかけを与

えてくれたマザーシップです。また、本船で遠洋航海に行った経験を有し、かつ帆船の船

長経験者は数えるほどとなった今、初代帆船日本丸をお世話し、未来を担う子供達に少し

でも船員、海運等に対する興味をもってもらえるよう頑張れるのは自分が適任と考え本職

に着任させて頂きました。 

今後は重要文化財帆船日本丸に恩返しをするつもりで頑張る所存です。どうかご指導・

ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 

                                    以上 

 

 

 

着任ご挨拶 

岡 あや乃（帆船日本丸二等航海士） 

 

 はじめまして、令和２年４月１日付けで帆船日本丸記念財団指導部指導課に着任いたし

ました岡 あや乃と申します。 

 

東京都町田市で育ち、大学は親元を離れ、鹿児島大学水産学部へ入学いたしました。 

大学時代、霧島丸の慰霊碑のことは聴き及んでいましたが、商船の世界をほぼ知る機会の

無い分野で学びましたので、日本丸・海王丸建造のきっかけとなったことなど露知らずに

過ごしました。その後、海技資格を取得するため、東京海洋大学海洋科学部水産専攻科を

修了し、平成 26年４月に独立行政法人航海訓練所に就職して、現在に至ります。就職後に  

練習船の歴史を知り、感慨深く思うことがよくあります。 

 

練習船隊を離れての勤務は初めてとなりますので、至らない点が多々あるかとは思いま

すが、ガイドの折にはお声がけ頂きたいと思います。 

何卒よろしくお願い申し上げます。                   以上 

ご挨拶 


