コロナ禍の「帆船日本丸を愛する男声合唱団」奮闘記
木村 正次
1．第 25 回定期演奏会延期
新型コロナウィルスの感染者が最初に確認された日から、2021
年 12 月で 2 年がたちます。2020 年 1 月 30 日、WHO はパンデミ
ックと宣言した。2 月 3 日には乗客・乗組員が感染したクルーズ船
が横浜港に入港し大騒ぎになりました。4 月にはアベノマスクや給
付金の支給が始まり、７日には緊急事態宣言がありました。4 月 16 日の日本の一日のコロ
ナ新規感染者は 576 人でした。（その後のコロナ禍は拡大し第五波の 2021 年 8 月 19 日に
は一日の新規感染者は 25000 人を超えましたが、9 月に入り漸くやや収束の兆しが見えて
来ました。しかし、第六波で更なる感染増が懸念
されるとの専門家の意見もあります。引き続き感
染防止に努めましょう！）
日本丸合唱団第 25 回定期演奏会は 2020 年 5
月 5 日県立音楽堂で開催予定でしたが、4 月 12
日には団員総意でやむなく中止を決定しました。
2020 年の全国高校野球、オリンピック、ほとん
どのコンサートも中止、3 月には日本丸財団施設

コロナウィルス感染者推移

が一時閉鎖され、練習場所の確保も大変になるとい
う状況でした。2020 年度予定されていた「波濤を越えて」
、「うみ博」、
「富山海王丸記念イ
ベント」
、
「明大マンドリンクラブ演奏会」の出演も中止となりました。そして 2021 年はコ
ロナ収束を期待し、5 月以降の開催を予定したのです。
2. 練習の再開
2020 年 3 月以降は練習場所の確保も困難になり、定期演奏会が延期と決まってからは、
練習中止の日が続きました。ほっと一息、一休みといった感じでした、６月になって延期さ
れた定演は 2021 年 6 月 6 日（日）と決まり、コロナ騒ぎも収束の方向に向いている様子で、
練習の再開が心待ちされました。日本丸記念財団との打ち合わせ、訓練センター会議室の練
習方法を検討し、
「訓練センターご利用のお願い」を遵守し、６月 30 日から練習を再開し
ました。
練習参加はあくまでも自己判断によること、合唱はマスクを着用したままおこなうこと、団
員の約半数である練習場所が訓練センター第 3 会議室の場合は、定員 25 名を守ることを確
認しました。参加できない団員のため Zoom による中継を実施し、自宅での練習が可能にな
りました。20 数名が練習場にリアル参加、10 数名が Zoom で参加しました。8 月には「合
唱王国」として名高い福島県で合唱練習に参加した 45 人のうち 7 人の感染が確認され、ク
ラスターと認定されましたが、休憩や食事の際に感染した可能性もあり、合唱で感染したと
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は言い切れないとのことでした。日本丸合唱団と
しても、東京都合唱連盟が作成した「コロナウィ
ルス感染症影響下での合唱練習再開ガイドライン」
等を参考に、感染対策を徹底し、感染リスクを各
人が自覚し、第 25 回定期演奏会にむけて練習を継
続しました、
「東洋一の響き」と言われる人気の県立音楽堂
の抽選で 2021 年 6 月 6 日に開催が決定したのにも
拘わらず、新型コロナの感染は収束どころか次々
とひろがっていました。このような状況でのコン
サートを開催するリスクはありましたが、２年間
の練習成果を発表する定演を無観客でもやりたい、
再延期は考えないというのが団員の大方の考えで
した。厳しいコロナ感染症対策のもとで週一回の
練習は途切れることなく、主に日本丸訓練センターで、Zoom 併用で実施されました。Zoom
による練習は、個人練習としては非常に有効だが、合唱の一体感や醍醐味にかけることを実
感しました。
３．2021 年 6 月 6 日

第 25 回定期演奏会・神奈

川県立音楽堂
定期演奏会は多くのコンサートが中止となる中
で、神奈川県立音楽堂の「新型コロナウィルス感染
症予防対策ガイドライン｣にそった厳しい制限のも
とで行われることになりました。対策はスタッフ、
来場者および合唱団員等すべての関係者におよぶ
ものであり、マスクの着用、消毒、三密回避を徹
底しました。舞台上の合唱団員はお互いに十分な

まずは参加者全員でのラジオ体操

距離をとるため 20 名に制限され、全員が舞台に上
がることができないために、三部構成として２回の
休憩を挟むことにしました。
午前中のリハーサルも徹底した感染対策のもと
に行われ、午後２時開演、今回は招待客のみ、全席
指定席とし、一つずつ席を空け舞台の最前列も空席
とし、合唱団との十分な距離をとりました。約 300
人を超える観客の拍手に迎えられ登場した第 1 部
の合唱は、いつもと違った緊張感の雰囲気のもと
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いつもと違い 20 名での合唱

始まりました。指揮者の合図でマスクを外し、第 1 部は
シーシャンティーをアカペラで歌いましたが、20 名と
いつもの半分以下の合唱で迫力不足は多少ありました。
練習中止期間があったとはいえ、定演延期による十分な
練習によりミスも少なく、元気に歌い終わることができ
ました。第 2 部からはバンドも入り盛り上がり、第 3
部では日本の歌・素晴らしい新曲もあり、観客の評判も
よく素晴らしい合唱ができたと思います。残念なのは恒
例のお客さんとの合唱による交流ができなかったこと、
お客様のお見送りや、最大の楽しみである打ち上げがな
かったことです。お互いに健闘をたたえ解散しました。
その後感染等の報告もなく関係者一同ほっとしました。
4．おわりに
日本丸合唱団の練習は中断され、定演は一年間延期さ
れるという、コロナに翻弄された 1 年半でした。我々団
員はかなりのプレッシャーを受けながら、船頭の指揮
の下、時化の日も凪の日も楽しみながら航海を続け無

ピアノ演奏で合唱とウクレレ演奏：筆者

事港にたどりつくことができました。｢終わりよけれ
ばすべてよし」
（All's well that ends well)は結果論です
が、各人の勇気と努力をもって挑戦したことによる自信
は、今後合唱団の音楽性の向上に役立つことを確信しま
した。しかし、徹底した感染症対策のもとでの音楽活動
とは言え、今まで無事に活動できたことはこの上もない
幸運のおかげです。感謝の念をもって、心を引き締めて、
楽しく練習を継続したいと考えます。
次の第 26 回定期演奏会は、来年 6 月 3 日（金）神奈
川県立音楽堂で行われます。来年はコロナも収束し、

ソーシャルディスタンスを保つ招待客

満員の観客のもとで楽しいコンサートが開催できる
ことを祈念しています。合唱団員の平均年齢は 75 歳ですが、歌うことを生
きがいとし、毎週火曜日の夜日本丸訓練センターで楽しく練習しています。
団員募集中です。オーディションはありません。一度見学にお越し
ください、お待ちしています。詳しくは日本丸合唱団ホームページ
をご覧ください。
以
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2021 年夏

コロナ禍と俳句と縄文文化
齋藤 徹郎（海人）

初めに
クルーズ客船ダイアモンド・プリンセス号で日本人船客がコロナを
発症し、横浜港で死亡下船したのは 2020 年 2 月でした。以来、私達は
蔓延するコロナ禍対応の緊急事態宣言、蔓延防止措置で不要不急の外
出制限を求められています。
私は船社で 32 年、水先人会で 20 年、俳句の会で 2 年を過ごして、2020 年１月に日本丸
ガイドの会に入会しましたが、新人研修を受けぬまま今日を迎えています。
中国・武漢で発生した新型コロナウイルスによる世界の感染者は 2.2 億人（日本は 160
万人）／死者は 460 万人(日本は 1.6 万人)です。
その中で、東京では 2021 年 7 月～8 月にオリンピック・パラリンピックが無観客で開催
され、アフガニスタンでは米軍が完全撤退してタリバンが 20 年ぶりに復活、日本では菅政
権が交代します。
一方、海上では直近の 1 年間で 3 件の大型船座礁事故が発生し、元船員の私には当事者の
ご苦労が察せられました。
【2020 年 7 月・WAKASHIO(10 万 GT)モーリシャス沖、2021 年 3 月
・EVER GIVEN(22 万 GT)スエズ運河、21 年 8 月・CRIMSON POLARIS(4 万 GT)八戸沖】
こうした状況下で、明鏡止水、虚心坦懐でありたいとの思いから、俳句に向かいました。
これまで国語が不得意な私は俳句には無縁でしたが、参加を続けると免疫ができ、コロナ
禍で人に会わない生活が慰められました。
コロナ禍と俳句
日本で流行した伝染病はコレラ、天然痘、スペイン風邪など記録はありますが、実体験で
はコロナが初めて経験する伝染病です。
伝染病を詠んだ俳句はあるのでしょうか？・・・ありました。
2021 年 5 月に俳人・「黛まどか」が「世界オンライン句会」を開催して、世界 32 か国か
ら 631 句が集まりました。その中の一句
まなうら

まんげきょう

「 眼 裏 に春の光の 万 華 鏡 （クリスチャン・フォール／フランス）」
「夏井いつき」の主宰する句会では次の句が発表されています。
「咳の音に一も二もなく遠ざかり」
「ワクチンは皆舶来よ冬苺（高原としなり）」
「コロナ禍の八月沈黙の給食（坂野ひでこ）」
「巣ごもって増えたビールとストレス感」
伝染病ではありせんが、大正時代に自由律俳句の尾崎放哉は次の句を詠んでいます。
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「咳をしても一人」、
「貧乏して植木鉢並べている」
、
「山茶花や犬頃死んで庭淋し」
他には
「疫病神貧乏神もお立ちかな（丸山柳絃）
」
「封鎖後もえやみは春の闇を知る(中原道夫)」
「つばくろのメビウスの帯かがやけり（室 達朗）
」
「ひこばえや涙に古き涙なし（中村草田男）」
「会社やめたしやめたしやめたし落花飛花（松本てふこ）」
「釣瓶落としの日が首つりの縄の中（有馬朗人）」
小生も
「海思ひ船を偲びて菊の酒」、
「爽やかなパラリンピック又いつか」、
「海の日も山の日も無く五輪の日」

縄文文化の日本人
何故、日本人はアッケラカンとして、俳句／川柳等で厳しい環境をも楽しんでしまえるの
でしょうか？
近年発掘されたユネスコ世界遺産に登録予定の三内丸山(さんないまるやま)遺跡に代表さ
れる北海道・北関東の縄文遺跡群(17 遺跡)」や大平山元（おおだいやまもと）１遺跡（青森）
に答えがありました。
縄文文化は紀元前 1 万 5 千年から紀元前 660 年の神武天皇即位までにわたり、
定住して春
に山菜、夏に魚介、秋に木の実、冬に狩猟をする生活でした。
日本の豊かで安定した生産を保証する森を核とした文明は、自然と共存しながら、女性中
心で平等主義に立脚した社会制度を有したことが 1 万年以上続いた文化の基盤です。
しかしながら、3 千年前ごろ気候悪化と共に大陸からの民族移動に伴い、稲作という異な
る文明システムが縄文文化を衰退させました。森を核とした縄文文化は、稲作生産と鋭い石
器の武器を持つ文明(新石器／弥生時代)により駆逐されました。
縄文時代の女性中心の平和で平等な社会は、弥生時代に入って稲作農耕社会が始まると共
に崩壊しました。女性中心の社会の崩壊をもたらした最大の要因は富の蓄積です。
野菜や栗、猪や鮭の肉は冷蔵庫の無い時代では蓄積は出来ません。だが稲等の穀物は貯蔵
が可能です。この穀物の貯蔵が貧富の差を生みだし、更にはその富を背景にして権力者を生
み、さらなる新しい富を求めて権力者同士への戦争へと人々を駆り立てました。
そして女性中心の社会は男性中心の社会へと転化していきました。
これまで知られた世界 4 大文明（シュメール、エジプト、インダス、黄河)は紀元前 5 千
年頃にそれぞれに大河流域で発展して都市文明を形成し、部族間紛争により崩壊しました。
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一方、縄文文化は森林に接する海浜、河川の水辺に点在し、狩猟、漁労、採集を主とする
部落社会で、食料に恵まれる循環型の母性尊重社会でした。部族間の対立も少なく、人を殺
傷する武器もなく(殺傷率は 1.8％)、縄文文化は 1 万 4 千年続き、独立した日本文明として
「自然との共生」
「平和追及」
「母性文化」
「公平な分配」を確立しました。
これ等を神武天皇が受け継ぎ確立して、神道、天皇制、仏教、武士道と変遷しました。
縄文人は海洋民族
縄文文化は日本列島だけではなく、北は朝鮮半島から満州、南は太平洋の諸島から南米ま
で広がる世界最古の文化・文明でした。古代から海・潮流を知悉し、星を観測して丸木舟で
太平洋を自由に往来していたらしい。
インカ帝国は縄文人が建国？
元日本駐在ペルー大使・フランシスコ・ロワイサ氏は「インカ帝国を作ったのは日本人で
インカの人々は日本人の末裔だった」「聖なる湖・チチカカ湖は父（チチ）と母(カカ)から
とった」
、「日本人が海を渡ってきたルート」を著書(国立図書館保存)で記しています
又、インカ帝国第 9 代皇帝パチャクテクの子孫の家に伝わる話では「インカ帝国の王族の
間だけ話された言語があり、それは日本語である。
」と伝えています。
南米の人々の骨格や DNA 遺伝子に関する調査では縄文人とのつながりがあるとされ、
イン
カ創世記の名前の呼び方が姓／名の順であり、
多くの伝承に日本の古事記の内容に似た話が
存在します。
又、3500 年前の南米インディオのミイラの体内から南米にはいない（日本に多い）ズビ
ニ鉤虫(コウチュウ）の卵が検出されたこと、エクアドルで発見された土器類が南九州の 5
千年以上前の「曽畑式土器」と良く似ていること、があります。
アカホヤの大噴火
紀元前 5 千 3 百年頃、人類有史最大規模の火山噴火（アカホヤの大噴火）が鹿児島沖の硫
黄島で発生し、九州南部の火山灰は１ｍ以上となり、縄文人は中国大陸、及び太平洋を越え
て南米に逃れました。
シカ、イノシシ、ノウサギに弓矢を放ち、追い立てる男たち。大海原に丸木舟で漕ぎ出し
ては、マグロ、ブリ、ヒラメに銛（もり）を打つ。森に分け入って、クリ、クルミ、キノコ
を拾うのは、女や子どもたちの日課だ。浜や川は、シジミ、アサリ、サケが面白いほど獲れ
る。竪穴式住居では土器や土偶を練るのに余念がない。石器で木の実や種を擦り潰しながら
談笑する親たちの血色もいい! ムラ社会を作り、家族全員で生計を立てた縄文時代は、大
自然と向き合う自給自足の循環社会だった。そんな縄文人の赤裸々な生きざまが我々の祖先
であることは真に嬉しいです。そして、縄文文化を受け継いできたのが俳句だというのは私
の勝手な思いでしょうか？

完
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特別寄稿―１
『日没 5 分前、夜航海に備え』
荒川 博（清水 N-6）
またまた

Shell back（それも潮気の抜けた）の戯言です！

帆船の夜間航海中、洋上における大敵の一つは動力船。
思い起こせば、若い航海士として日本丸に乗船中（昭和 30・1955
年代前半）、
「日没 5 分前」の号令が、毎夕船内で伝えられた。
この号令と共に、機関室では当直員が発電機を停止し、無線室で待機した。
無線室では、バッテリーで必要に応じて通信の発受信をすべく待機し、重要な通信をしな
ければならない時は、発電機の起動を機関員
に依頼した。
甲板部のランプマンは、暗くなりかけた居
住区の要所要所に、日中に磨き上げた灯油ラ
ンプを配置して廻った。
さすがに、昭和 30 年代の日本丸舷灯はバッ
テリー照明で、船首楼甲板の両舷後部に、そ
れぞれ舷灯台が設置されており、今でも見る
油灯の舷灯を手入れする図

ことができる。
バッテリーによる照明と油灯で日中の発電
機を始めとする各種の騒音は消える。
正に「大成丸世界周航の歌」歌い出し「マストに唸
ふなばた

る風の声、 舷 叩く浪の音」の心境に浸ることができ
る。フランス語にクラポティという言葉があり、汀や
船ばたでピチャピチャとう水音の謂れであるそうだ。

油式左右舷灯：予備品として今も搭載

くさび

時には下甲板居住区付近で、風浪に呻吟しながら前進する船体の甲板貫通のマストと 楔
（カバーがかけられていて見えない）が、ギシギシと軋む音に少時、悩まされることもある。
それにも増して身近な「獅子身中の虫」とも言える大敵は甲板上の不必要・不用意な明か
りである。
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そしてもう一つ襲いかかる大敵は「pea-soup‘ fog」(今日の霧は、白い豆をスマッシュ
して作ったホワイトビーンスープの中にいるようだ。) と謂われる濃霧。
油灯舷灯の時代、機械力のない帆船は、人力で規
則に定められた霧笛を吹鳴しなければならなかっ
た。
心身共に万全の準備をして、当直航海士は暗闇に
眼を慣らし、Look out first！
レーダーの設備がない頃、頼りになるのは自分の
眼力、双眼鏡、先ずは見張りというところ。
晴天の暗夜、あるいは月明の夜は一時ホットする、夜

濃霧の中、霧笛を吹鳴する図

間航海だった。
『日没 5 分前、夜航海に備え！ハッチ・オーニング、スカイライト・カバー掛け、歌舞
音曲・遊技止め！』・・・漁撈部が活躍していた頃は、更に「漁撈止め！」が加わった。
終わりに、良く喋る機関長や、何かにつけて質問してくる煩い実習生が乗っていた頃の逸
話として、『○○機関長と○○実習生の口ふさげ！』が、この日没 5 分前の号令として
下甲板界隈で秘かに広まっていたという逸話をご披露して締めることにする。
以 上
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＊＊編集注
荒川博さんは、
「日本のいちばん長い日」など昭和史に関する数多くの
ノンフィクション作品を発表してきた作家の半藤一利さんと旧制中学
（現墨田川高）の同級生、入学以来の親友であり、
「風の名前 風の四
季・平凡社新書」
、「風・船のじてん 蒼洋社」などの共著がある。
その半藤さんが今年 1 月 12 日に、90 歳で亡くなられた。週刊文春の
5 月 6 日・13 日 GW 特大号の追悼特集「歴史探訪・半藤一利という生
き方」の中に、荒川さんは「ともに 3 月 10 日を生きのびて」という追
悼文を書いておられる。手元にある共著「風・船のじてん」を久しぶ
りにめくってみた。随所にお二人の知識とユーモアが掛け合いで記されていて、辞典という
より楽しい読み物になっていることを再発見した次第。
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特別寄稿―２
思い出す航海(南太平洋の横断航海)のこと
伊藤 喜市
私の船員経歴は、敗戦数年後からの 21 年間である。平和の中で
の激動の時期であったと言えよう。但し、その中には就学の 1 年
間及び陸上勤務の 3 年間を含んでいる。又、休暇及び病気療養の
期間も含んでいる。そうすると、実質的な船員生活年数は半分に
なりそうであるが、それらは船員の期間に含めていいと考えている。
閑話休題。ここでは、実質的な船員生活中で最も印象深く記憧に残っている航海のことを
ご紹介しようと思う。それは貨物船「K 丸」による約半年に渉った航海期間のなかの波静
かな南太平洋の航海であり、最高に快い思い出になっている。手元にはその約半年に亙る航
海に関する資料が幾つか残っているので、少しは具体的に御紹介出来ると思う。
その約半年に亘る航海というのは、2 月中旬に名古屋を発航したもので、オーストラリア
連邦東岸に至り、シドニー、ブリスベン、メルボルン、タスマニア島のバーニ一等に寄港し
た後、3 月下旬になってメルボルンから南太平洋を東航して南米のペルー共和国カヤオに達
し、その後は、パナマ運河を経てパナマ共和国のクリストバルに寄港したのちカリブ海に入
り、ジャマイカのキングストン、バルバドスのブリッジタウン及びトリニダード・トバコ共
和国のポートオブスペイン（いずれも、英国系諸国の港である。
）に寄港して復航に入り、
パナマ運河を経て太平洋のコスタリカ共和国及びメキシコ合衆国の各 1 港に寄って 6 月中
旬に北太平洋の西進を開始し、翌 7 月上旬に名古屋に帰着したというもので、乗組員 40 人
は、医療電報を打つこともあったが、全員無事にその任務を全うした。
本拙稿は、この航海の中で、特色的な事実一つをご紹介するものである。即ち、メルボル
ンからカヤオに向かった際、折から遭遇したハリケーンを避けて東北東に進航してニュージ
ーランド北島の北端沖に至り、その地点、ノース岬沖を起点としてカヤオに向かう大圏航路
を採ったのであるが、
その大圏航路航行の 19 日に亙る日々が強い思い出になったのである。
なお、その航海で西半球に入ったのは 3 月 30 日午前 3 時（船内時間）であったから、翌日
も 3 月 30 日とした。カヤオに着いたのは 4 月 16 日 12 時 40 分（同上）であった。
この大圏航路による 19 日間の航海は、素晴らしく快適なものであった。ここではそのこ
とを下表（隔日の正午状況）でご理解を得ることにする。
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月 日

正午の船位

正午の気象・海象

1 日の航程･平均速力 （但し)

基準時

0015Z

03/29

35-01S, 176-02E

曇, ENE4,

1,016.5mb,

22.5c/24.0c

290miles,

12.5knots

03/30

37-48S, 172-09W

曇、NE6,

1,011.5mb,

21.0c/20.5c

307miles,

13.07 knots

(第 2 日) 2330Z

04/01

38-55S，159-41W

晴、NW4,

1,000mb,

19.5c/19.0c

303mi1es,

12.76 knots

2245Z

04/03

39-13S，146-21W

曇，WNW3, 1,019mb,

19.5 c/190c

623mi1es,

13.28 knots

(2 日)

2145Z

04/05

37-21S, 133-24W

晴，NW4,

1,000mb,

19.5 c/19.0c 618miles,

13.18 knots

(2 日)

2100Z

04/07

34-52S, 120-28W

晴，SW3,

1,017.5mb,

23.5 c/23.5c 320mi1es,

13.62 knots

2000Z

04/09

30-57S, 109-06W

曇，SE3,

1,023.5mb,

24.5c/26.0c

302miles,

12.85 knots

1915Z

04/11

26-11S, 99-06W 晴，ESE5,

1,021mb,

25.0c/26.0c

295miles,

12.55 knots

1830Z

04/13

20-53S, 89-52W 晴，E4,

1,015mb,

24.0c/25.0c

301mi1es,

12.67 knots

1800Z

04/15

15-09S, 81-30W 晴，SE4,

1,015.5mb,

24.5c/26.5c

285 miles,

12.13 knots

1700Z

この表を見れば、K 丸がこの大圏航海中殆ど常に高気圧の圏内にあり、温暖で晴れた日
が続いたことを想像することができましょう。
海上はうねりの存在も感じられなかったので
ある。なお、海上気象情報は西半球では得られなかったが、放送する地上局がないというこ
とも殆ど気にならなかった。
「穏やかな航海日和」の日々が続き、船橋に上がるたびに「太平洋」という言葉とマゼラ
ンの故事（注）を思ったことであった。使用した海図は航海直前に整備したものであるが、
いかにも資料不足が感じられ、船長としては、当直者に進路下の水深を常時点検すること及
び周囲の状況、即ち、陸地（島嶼）の存在について注意することを命じるのを常とした。往
時の探検者気分を想像したのであった。
（後日、一等航海士から「バルボア（パナマ運河の
太平洋側口）に着いた折に来船した官憲が航海日誌を点検した際に、南太平洋の航海中に島
嶼の存在を認めなかったか」との質問があった旨の報告を受け、
「宜なるかな」の感を持っ
たことであった。
）
（注）マゼランの故事;本拙稿では、マゼランの西周りの航海について、“THE OXFORD
COMPANION TO Ships And The Sea Second Edition Edited by I.C.B. Dear and Peter
Kemp OXFORD UNIVERSITY PRESS 2005" 331，332 ページの記事“Magellan、
Ferdinand（c.1480-1521）"の一部を拙訳でご紹介する。なお、訳文中の（注；････）は、
総て筆者の注記である
「マゼラン（注；ポルトガル人である。）は、スペイン王カロルス一世の認可証を得て、1519
年 9 月にトリニダッド号に自分の旗を掲げ、5 隻の船隊で大西洋を横断してベルナンブコ（注；
現在のレシフエ。当時はスペイン領。ベルナンブコはブラジル連邦共和国東部の州名になってい
る。本国出帆の記事がない。）に到着し、その後海峡（胡椒の産地に至る水路か。）を発見する希
望をもって、先ずリバープレート（注；ラプラタ川河口）に向けて沿岸を南下し（注；出帆の記
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事はない）、帆走に入る前の 1520 年 3 月 31 日にセント・ジュリアン港（注；現在のアルゼンチ
ン共和国のサンマティアス湾か。）に到着した。
（中略）1520 年 8 月に航海を再開し、同年 10 月 21 日に現在彼の名前が付けられている長い曲
がりくねった海峡を発見した。38 日の後、脱走した 1 隻を除く彼の船隊は海洋に出た。その洋
上は大変穏やかであったので、マゼランはこの海洋を太平洋と名付けた。それから、98 日間の
大変な窮乏とそれに続いて生じた壊血病に悩まされる航海を経て、多分グワム島である一つの島
に上陸した。同島での 3 日間ののち、船隊は 1521 年 3 月 9 日に出帆してフイリッピン諸島のセ
ブ島に向かった。同地でマゼランは地元の領主と親しくなったが、
（中略）1521 年 4 月 27 日に
その領主と島民との戦いの中で殺害された。トリニダッド号とカラベル型のビクトリア号の 2
隻は逃れた（注；他の 2 隻の記述はない。）が、トリニダッド号は、浸水が激しかったので乗組
員が下船してボルネオで遺棄された（以下省略）。」

下図は、南太平洋の概略図に筆者が「K 丸の航路」及び「上記書中のマゼラン船隊の航
跡（略図）」を書き込んだものである。

あとがき ご紹介した K 丸の南太平洋の大圏航路航海は、予定する大圏航路の付近には島
嶼が存在しないことを認めて採用したものであった。船内に備付けの航程表はメルボルン・
カヤオを 7,200 海里「大圏航路」
（海図による確認はしなかった。）と記載してあったが、K
丸の実績は、ハリケーンを避航したことからか 7,478 海里であった。
この快適な航海体験は、それ以前の「太平洋は名前に反して常に時化る」と思っていたこ
とを見事に改めさせた。私は、
これを船員生活で最も貴重な海上体験であったと思っている。
その上で、次のように思うのである。冬季の北太平洋を航行した際だけでなく、北大西洋の
それも含めて、大洋の荒天を凌いだ航海記録は出来るだけ残すべきだったと。台風回避の体
験も同様である。
以上
誤字訂正
第 10 号に投稿した拙稿 「”ship” 及び ”vessel”」 の 21 ページ 8 行目中の（注３末尾･･･）を
（注２末尾･･･）、並びに 22 ページの 16 行目及び 23 行目中の各（注５）をいずれも（注３）に改める。
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特別寄稿―３

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
なかなか終息気配の見えないコロナ禍ですが、
「帆船日本丸ガイドの会
」メンバーの皆様、こんにちは。如何お過ごしでしょうか？
我が財団にいたっては、総帆展帆など例年と同様に計画はするものの
コロナ感染症に対する有効と思料される具体的な対策（三密回避等）を見つけることができ
ずにおります。したがって本年度も総帆展帆は、8 月現在１回も実施できておりません。総
帆展帆予定日には、天候の状況にもよりますが、基本、早朝から乗組員のみによる縦帆のみ
の展帆を行い披露しております。
さて、昨年度 9 月から令和 3 年度 8 月にかけての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皆様にお伝えさせて頂きたいと存じます。
◇令和 2 年度の公開事業、錬成事業など
パーク来園者数等、次のとおりで、昨年に引き続きコロナ禍の影響を受けて大きく減少
いたしております。
・パーク入込者数 563,500 人（対前年比 46.9％）
・海王丸見学者数

27,996 人（対前年比 40.5％）

なお、一般公開事業については、令和 3 年 1 月７日～12 日の間と 1 月 29 日、北陸地方を
中心とする記録的大雪（前者は、S56 豪雪並）のため中止を余儀なくされました。この大雪
は海王丸が当地に来て経験した最大の積雪量となり、腰まで雪に埋まっての雪落とし作業が
数日続きました。
令和 2 年度は、10 回予定の総帆展帆はすべて中止。
また、ボランティアの新規育成事業や恒例の「餅つき」
などもすべて中止、辛うじて年度末の 3 月に飲食をとも
なわないボランティアの集いを開催し、新たな高所作業
対策と研修（後述）の予定などについてボランティアの
皆さんにお知らせをいたしました。
海洋教室は、10 月に日帰りコースの教室を 1 団体
（47 名）のみ実施いたしました。

縦帆のみの展帆

◇令和 3 年度からの公開事業、錬成事業など
海王丸の一般公開事業は、船内船上の見学者数が原則 50 人を超えないように整理券方式
で管理しながら年度当初より通常どおり実施いたしております。また、海洋教室も日帰りコ
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ースのみの受入として、8 月現在、5 団体（小学校 4 年生）の受入実施いたしました。
総帆展帆は、8 月現在 0 回（乗組員による縦帆展帆は、3 回実施）でした。
高所作業にかかる新たな安全対策の導入に関して、その装具や設備のほか研修プログラ
ムなどについて昨年度の下半期から鋭意、検討と準備を進めてきましたが、ほぼ内容が固ま
ったので、本年 7 月から既存及び新規ボランティアに対する研修を開始いたしました。新規
安全対策については、その概要を別途後述紹介させて頂きます。
◇パーク運営、イベント開催など
令和 2 年度の恒例イベントについては、本誌前号で
ご案内させていただいた「一般公開 30 周年並びに海
王丸誕生 90 周年の祝賀イベント」と「パワーバレン
タインウィーク」以外はすべて中止いたしました。一
方、今年度は、規模を多少縮小しつつも、4 月から「
鯉のぼり掲揚式」並びに「花の迷路開園式」
、
「ちびっ
子天国 in 海王丸パーク」
（5 月）
、
「海王丸パークフェ
スティバル」
（７月）などを実施いたしました。
特筆すべき事項としては、令和 2 年 9 月に「船上結

船上結婚式(R2.9)

婚式」（富山高専の卒業生カップル）が 4 年ぶりに挙行されました。
◇情報発信など
令和 2 年度下半期より、新たに派遣された熊谷二等航海士の発案により、インスタグラム
「海王丸パーク公式アカウント（アカウント名 kaiwomaru_park）
」
を開設いたしました。
パークに関するイベント情報のほか
海・船のことを広く紹介する情報発信
を積極的に行うとともに最近の総帆展
帆時におけるボランティア参加者の減
少（令和元年度（コロナ禍以前）の平

Instagram

均的な参加者数は 60 人前後）に歯止め

QR Code

をかけるため、新規募集ポスターやチ
ラシの作成配布やホームページのリニ
ューアルなどともあわせて情報発信の
強化を進めてまいりました。
また、全国の観光スポットを紹介す
る「ロゲットカード」の作成配布を海

Facebook

王丸の乗船者を対象に始めました。

QR Code
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ロゲットカード

◇新たな安全対策（高所作業）と教育
一昨年、高所における安全作業基準について建築業界を始めとする陸上規則が改正*1 され
たことにともない海王丸でも陸上の改正労働安全規則（平成 31 年 2 月・
「墜落制止用器具の
安全な使用に関するガイドライン」
）に準拠した安全保護具等の導入と関連の教育訓練研修
を今年度中に完了（対ボランティア）させることを目標として検討準備をしてきました。
*1 海運業界においては，
海事局及び船員災害防止協会などによる検討がなされている
が，船員法に基づく船員労働安全衛生規則などの改正や新たなガイドラインなどは，
示されていない【2021 年 7 月現在】
コロナ感染状況にも配慮しつつ予定より若干遅れて、7 月から研修をスタートいたしまし
た。現在は、県内在住の既存及び新規ボランティアに対する研修（既存：1 日コース、新規
：1 泊 2 日コース）をそれぞれ進めています。新規ボランティアに対する研修内容等につい
ては、当財団ホームページの「海王丸パーク→ボランティア募集」ページに訓練内容等を掲
載しておりますのでご参考いただければと思います。以下に新規導入した墜落制止用器具等
についてご紹介させて頂きます。従前からの大きな変更点は、次の４点です。
① フルハーネス型安全帯の導入
② ショックアブソーバー付きランヤードフック（2 個掛け）の導入
③ 親綱スライド式墜落制止用器具（垂直方向移動時の墜落制止器具）の導入
④

シュラウドに沿わせた親綱（上記③用の）の展張

①・②フルハーネス型安全帯とランヤードフック

③親綱スライド式墜落制止用器具

④親綱へのスライド器具の接続方法
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登檣状況（シュラウド・親綱・スライド器具）

新規ボランティア養成研修風景

また、4 点に加えてマストからヤードへ移動する際にランヤードフックを掛ける専用のラ
イン（呼称：安全フックライン）を設置してデッキを離れてからヤードに渡り降りてくるま
で墜落制止用器具かランヤードフックのいずれかが
常に親綱などの命綱や安全な構造物に繋がっている
状態を維持できるようにしました。
導入品は、すべてフランスの山岳用品メーカー「
PETZL：ペツル」社製の装具や親綱を採用しました。
フルハーネス型安全帯及びランヤードフックはいず
れも国際規格のほか我が国の厚生労働省告示第 11 号
に定める「墜落制止用器具の規格」に適合した製品
です。外国製ということで大量入手には多少時間を
要しますが、次の利点があり採用することとしまし
た。
① フルーハーネス型安全帯
（NEWTON International version）
・軽量（下記の②と③のスライド器具を合わ
せた総重量：3.0kg）
・胸部アタッチメンが繊維製（通常金属製Ｄ
環のものが多い）でヤード上での作業時の
支障（Ｄ環が胸に当たって痛い）が大幅に
軽減される
② ランヤードフック
（ABSORBICA-Y MGO 80 及び 150）
・ランヤードの長さのバリエーションが豊富
で、乗組員用（長い）とボランティア用（
短い）を分けて採用
③ スライド器具とショックアブソーバー
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親綱の展張

（ASAP LOCK と ASAP SORBER）
・親綱へのスライド器具（呼称：アサップロック）の接続及び開放が 2 アクションで
可能
・ジャミングローラー方式により昇降時の追従がロリップ式に比べて極めてスムーズ
（昇降中の不要な引っかかり停止が殆ど発生しない）
④ 親綱
（AXIS 11mm）
・カラーバリエーションが豊富で箇所毎に色を変えて設置することが可能
これら装具の耐用年数（メーカー基準）は、樹脂及び化学繊維製品部については 10 年（
日本製：2～3 年程度が多い）
、また、スライド器具やカラビナなどの金属製品部は大きな損
傷がない限り永年となっています。
日本製に比べて割高（フル装備 1 セット約 95,000 円：日本製１式例では約 65,000 円）で
はありますが、乗組員は別にしてボランティアの使用頻度を考慮すると結果としてコストセ
ーブにつながるものと思料しています。
また、各装具のマニュアルには点検要領について、付属のディバイス毎に擦れや変形・摩
耗状況の具体例が詳しくカラー写真付きで掲載解説されており、
点検作業や交換時期の把握
が誰でも容易にできるようになっています。
最後にこれに関連して、ボランティア用テキスト「操帆教本」の大幅な改訂を行い 2020
年度版（2021 年 3 月発行）として 6 年振りに改版発行いたしました。
◇終りに
毎度の勧誘になりますが、コロナ禍終息の節には是非、海王丸パーク（写真：雄大な立山連
峰と新湊大橋を背景に臨む景勝地）にご来場頂けるよう皆様にお願い申し上げます。

完
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追

悼
故葉山忠雄さんを偲ぶ

帆船日本丸のガイド会事務局より、メンバーの葉山忠雄さんが 2020 年 9 月 29 日に亡く
なられたとの訃報が届きました。12 月にガイド会の集まりがあり、その席で配布された「帆
船日本丸ガイド会誌第 10 号」にはお元気なころの原稿が載せられていました。
日本丸のガイド制度が始まって間もない頃、私は真っ先に高校時代の恩師を個人的にお招
きしました。私はまだ、ガイドのメンバーも知らず誰が当番かも承知しておりませんでした
が、本船から博物館に移動するときに恩師が遅れたので振り返ってみると、日本丸のアポロ
キャップを被った人と親し気に会話をしていました。どなたかと思ったら、恩師が「自分の
教え子にバッタリ会った」と紹介してくれて、県立横須賀高校の先輩であることを知りまし
た。この恩師は五十嵐稔先生と云って、母校の先輩（旧
制県立中学卒）で我が部活科学部の先輩でもあり、顧
問でもあり、私のクラス（高 10 期）の担任でもあっ
た先生で、丁度一巡前のクラス担任のときに葉山さん
のクラス（高 7 期）を受け持たれたそうで、思いもよ
らず同窓生の顔合わせとなったものです。
葉山さんは、高校時代には野球部で活躍され、当
時はまだ野球強豪の私立高校が台頭する前で、甲子

日本丸の引合せ：三同窓生の出会い
片山 － 五十嵐先生 － 葉山先輩

園への出場も県立高校の間で競っていた時代で、葉
山さんは「もう一つ勝てば甲子園に出場できた」と云うのが自慢話でもありました。
日本丸ガイドローテーションでは新型コロナ禍で中断になる直前までに、多い人では 17
回ガイド当番をご一緒している中で、葉山さんとは 2 回しかめぐり合わせがありませんで
したが、
懇親会や情報交換会ではいつも声をかけ下さって思い出話や同窓会の話を聞かせて
もらったものです。
また、私は海事補佐人として横浜海難審判所とは縁がありますが、故人は海事法曹界でも
活躍され、船社を退職されたあと、地方海難審判庁審判官を歴任され、仙台地方海難審判庁
長（平成 9 年度）を勤められたあと、高等海難審判庁審判官（平成 10 年度）、横浜地方海
難審判庁審判官（平成 11 年度、平成 12 年度）を歴任され、退官直前には横浜地方海難審
判庁長（平成 13 年度）まで勤められております。
故人のご冥福をお祈りいたします。

合掌

片山 瑞穂

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
葉山会員は、創刊号から第 10 号まで毎号寄稿頂いた貴重なお一人でした。
ご自身の体験された諸々の出来事を各号に軽妙な文で綴って頂き、編集に関わりながら大変楽しく拝読
した次第です。特に第 7 号原稿は、紙面の都合上幾つかのエピソードを割愛せざるを得ず、いつか続き
を別建てで纏めて頂けるとのことで楽しみにしていたのですが、叶わず残念です！
創刊号：移民船サントス丸に向かってストライク
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第 2 号：新島発見の好機を逸した話！

第 3 号：ロレンソ・マルケス(現マプト)自然史博物館

第 4 号：旅先での小さな出来事··

第 5 号：日本丸の想い出

第 6 号：帆船日本丸での想い出（その２）

第 7 号：船医（Dr）四方山話

第 8 号：アルを捜しにサンタバーバラへの旅

第 9 号：クーパースタウン「野球の殿堂」の想い出

第 10 号：シベリア物語

あの世からの、特別寄稿をお待ちしております。

合掌

編集長

一言・一句・ぼやき・何でもコーナー
＊＊川柳まがい、言いたい放題
〇大洋を渡るかもめ鳥、井の中の潮流を知らず。されど、海の碧さを知る

（爺放談）

〇流石（さ菅）か？中身がスカスカ（すか菅）か？

（爺放談）

〇抗体（後退）ばかりで 前進見られず

（抗体雀）

〇何も船長、言うこと機関長、何を言っても通信（つうじん）士に加えて、
人生後悔し（航海士）
、 女口説くたー（ドクター）、頭ぱーさあー（パーサー）
（独断偏見士）
〇ご存じ？自衛隊四文字熟語・川柳
＊陸上自衛隊「用意周到・ 動脈硬化」 ＊海上自衛隊「伝統墨守・ 唯我独尊」
＊航空自衛隊「勇猛果敢・ 支離滅裂」 ＊内部部局 「理路整然・ 優柔不断」
＊偶に撃つ 弾がないのが、玉に瑕

（陸士トップ評）

＊＊今年は丑年、丑年には何が起きた？・・・さて今年は？？
1961 年（60 年前）＊ケネディ大統領就任 ＊ガガーリン地球は青かった ＊第二室戸台風
1973 年（48 年前）＊オイルショック ＊日本沈没・小松左京著ベストセラー
1985 年（36 年前）＊つくば博 ＊JAL123 便墜落事故 ＊ショルダーフォン発売開始
1997 年（24 年前）＊米探査機火星着陸 ＊地球温暖化防止京都議定書採択
2009 年（12 年前）＊新型インフルエンザ＊裁判員裁判開始＊リーマンショック大不況
2021 年（今年

）＊日本で新型コロナウイルス蔓延 ＊2 度目の東京オリ・パラ開催
＊米軍アフガン撤退（駐留 20 年） ＊地球規模の異常気象（温暖化）
＊政権交代：菅内閣僅か 1 年余で交代、独メルケル首相 16 年に終止符
（徒然親父）

＊＊オリンピックイヤーの政変・ジンクスは生きていた！
1964 年東京五輪

（10 月 10 日～24 日）池田勇人、閉会式翌日退陣表明（咽頭癌）

1972 年札幌冬季五輪（2 月 3 日～13 日） 佐藤栄作 同年 7 月、7 年 8 カ月長期政権幕
1998 年長野冬季五輪（2 月 7 日～22 日） 橋本竜太郎 同年 7 月参院選大敗辞任
2021 年東京五輪（7 月 23 日～8 月 8 日） 菅義偉 9 月辞任表明・自民総裁選出馬せず
コロナ対策・人事・延命策裏目、前政権負遺産
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そういえば、今回も呪われたオリンピックか、と当時の副総理が言っていたな～！
1940 年幻の東京五輪、1980 年モスクワ・西側諸国ボイコット、そして 2020 は
コロナで 1 年延期・・・昨年実施でも政変のジンクスは生きていた！
（ボヤキ爺）
＊＊高校野球（東海大相模選抜優勝・甲子園出場校の校歌）
この春、2 年振りに実施された選抜高校野球決勝戦は、神奈川の東海大相模が大分の明
豊を 9 回裏 2 アウト満塁からショート強襲センターに抜けるヒット、3x－2 でサヨナラ
勝ち、息詰まる熱戦を制した。東海大相模は 10 年振り 3 度目の優勝、門馬監督と次男門
馬外野手が選抜初となる親子鷹優勝を成し遂げた。
（夏は 1949 年湘南・神奈川と 2013 年
前橋育英・群馬がある。）巨人・原監督・同校の OB は、自身も父・貢監督との親子鷹・
1975 年の選抜大会準優勝だったが、今回の母校野球部・門馬監督親子の快挙に敬服、特
に逆転劇には「G もあやかりたい！」と感想を述べたが、果たして今年 G の成績は？？
ところで、明豊高校は決勝迄勝ち進んだので校歌を何度も聞いた。初めて歌詞・メロデ
ィーを耳にして驚き、2 度目から聞きほれた。1999 年創立の私立高校、縁あって地元出身
シンガーソングライター南こうせつが作曲、詞は妻の育代さん、なるほどと納得した。

健大高崎の校歌を初めて聞いた時も驚いた記憶があるが、甲子園出場校の校歌にも色々
あって、校歌を聞くのも楽しみの一つ。至学館高校の「夢追い人」や済美高校の「やれば
出来る魔法の言葉」は愛好家の中で有名とのこと。最近はネット検索で、全国にある高校
の校歌を聞くことが出来る。今回の選抜での画期的出来事は、京都国際高校（在日韓国人
の設立した学校）が初戦、宮城の柴田高校を延長 10 回 5－4 で破り、甲子園に韓国語の校
歌が流れたことだった。日韓関係が何かと冷え込んでいる昨今、心配する向きもあったと
いうが何事もなく済んで良かった。これが日韓融和の切掛けになれば、と思ったのだが、
夏の甲子園では、
その校歌が 3 回も流れ些かうんざり！これでは日韓の融和を期待するの
は、無理か？しかしもし、盛岡第一高校と京都国際高校が対戦し、応援合戦で両校の効果
が甲子園に流れたら韓国はどんな反応を示すのだろうか。何しろ盛岡第一高校の校歌は軍
艦マーチとメロディーが同じなのだから。
ところで、春夏連覇が期待された東海相模は、夏の県予選を順調にベスト 8 迄勝ち上が
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ったのだが、その段階で登録メンバー17 人が新型コロナウイルス陽性反応・集団感染が
明らかになり出場辞退となってしまった。
そして東海大相模を春夏 4 回優勝に導いた門馬
敬冶監督（51）が、前からの予定通りこの夏を最後に引退した。名将もコロナには勝てず、
有終の美を飾ることができなかったのが、残念だった。 （横浜在住・高校野球オタク）
＊＊猫にマタタビ
「猫にマタタビ」
・・マタタビは漢字で木天蓼と書くが、「猫に木天蓼、お女郎に小判、
泣く子に乳房」という言葉がある位だから、相当昔から言われてきた諺であろう。マタタ
ビは日本全国に自生する蔓性の灌木で、花が咲いた後葉が白くなる。実はサルナシと似て
いる。名前の由来は、
アイヌ語のマタタンプからで、
漢字は漢名をそのまま当てたとある。
私は俗説の「旅に疲れた弘法大師が、頭上に垂れているマタタビの実を食べて元気を取り
戻し、又旅をすることが出来たことからついた名前」を覚えていた。
昔から、猫科の動物はマタタビに顔をすりつけ、地面に転がったりすることは知られて
いたが、何故なのか、明確な理由は不明だった。『この度、岩手大の宮崎教授らが、欧米
で猫が好む植物に、蚊が嫌う化学物質が含まれていることに着目。マタタビの葉から構造
が良く似た「ネベタラクトール」を取り出すことに成功した」とのニュース。そのネベタ
ラクトールを頭部に塗った猫と、塗ってない猫をケージに入れて、30 匹の蚊を放つ実験
の結果、
塗った猫には体に止まる蚊の数が半減した。そして、マタタビに反応している間、
猫の脳内では、幸福な気分が増す神経伝達物質が出ていることも確認できた。
』という。
人間にも猫にマタタビと同じ
効果をもたらす物質があるに違
いない、と調べて見ると、
「ドー
パミン」
「セロトニン」
「オキシト
シン」は人間が幸せを感じる 3 大
幸福ホルモンだとあった。ならば、
このホルモンを多量にしかも自
然に吸収できる食料なり匂袋な
どを開発し、世界の隅々にまで行
き渡らせれば、世の中から争いごとが一掃されるのではな
いだろうか。

（岩手大学の発表資料）

（猫族）

＊＊パラリンピック旗：アギスト
オリンピックマークは「5 大陸の若者がスポーツを通じて友情の輪を広
げる」という理想を表わしていることは知っていたが、恥ずかしながら、
パラリンピックのシンボルマークの意味は今年まで知らなかった。
「アギスト」と言ってラテン語で「私は動く」という意味、3 色の曲線は
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