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心・spirit、肉体・body、魂・mind を表わしていて、常に前進して諦めない強い意志が込

められているとのこと。3年後のパリ大会まで覚えていられるかな～！ 

          （五輪ファン） 

 

＊＊帆船トピックス 

＊マゼラン 500 年：2021年 3月 20日、スペイン海軍の 

 練習帆船ファン・セバスティアン・エルカーノ号がフィ 

リピン・セブに寄港した。世界一周に挑んだ航海者マゼラ 

ン率いる スペイン船団がフィリピンに到着して今年で 

500年となったのを記念し、スペイン海軍関係者ら約 100人が乗り組み、昨年 10月に 

スペインを出発、マゼランの船団と同じコースをたどって世界一周の航海中。 

 

＊単独で太平洋往復：元ニュースキャスタ―の辛坊治郎氏は、2021 年 4月 9日大阪を

出港し、6 月 15 日（現地時間）に米国サンディエゴ到着、太平洋単独無寄港横断を達成

した。同氏は、2013 年に盲目のヨットマン岩本氏と太平洋横断にチャレンジしたが、

5 日目に宮城県沖 1200 ㎞地点でクジラと衝突、転覆遭難、海上自衛隊の救難機で救助さ

れたことがあった。今回はそのリベンジの一人旅であり、サンディエゴ到着時には、2019

年に米国人と共に米国から日本への太平洋横断に成功してリベンジを果たしていた岩本

氏もお祝いに駆け付けていた。 

そこで終わるかと思いきや、7 日間の休養と整備という極短い滞在の後、帰路に！そして 

8 月 24 日午前、大阪淡輪ヨットハーバーに到着。無事単独太平洋往復を達成した。潮風

をたっぷり浴びて、太平洋の嵐の洗礼を受けた辛坊氏、果たして TV界に戻るのか、それ

とも然るべきタイミングで政界転向か、はたまた旅人を続けるのだろうか？今後の動向に

注目したい。                   

  ヨット界の話といえば、白石康次郎氏（1967 年東京生まれ・鎌倉育ち）が単独

無寄港無補給世界一周ヨットレース「第 9 回 Vendee Globe」にチャレンジ、昨年

11 月 8 日仏のレ・サーブル・ドロンヌをスタート、2 月 11 日に 94 日 21 時間 32 分

57 秒第 16 位で完走したことは、日本ヨット界初の快挙だった！   

（昔ピンネスマン） 

 

＊＊昔コレラ、今コロナ：その昔世界中が震撼したコレラの大流行、日本ではコロリと呼

ばれて恐れられたとのことだが、なんと俳句にも詠まれた。 

コレラは夏の季語、コロナは 1 年中・季語ならず！ 

  コレラ船 いつまで沖に 繫
かか

りおる  高浜虚子 

  月明や 沖にかかれる コレラ船   日野草城 

   第六波 凪になれよと 祈る海人
あ ま

   コロナ知らず      （カンセン者）                           
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＊＊2020 年 11 月 9 日：情報交換会 

 

        久しぶりのガイドの会会合記念写真：without mask! 

 

       記念写真：with mask               ↓情報交換会：本船第一教室にて ↑↓  

   

写真に見るトピックス等 
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＊＊その他のトピックス 

     

    

 

 

       

   

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

   横浜市民愛好者絵画展で見つけた帆船日本丸の画 

横浜エアーキャビン：日本初・世界最新の都市型循環式ロープウエー、片道 1000 円 

4 月 22 日営業開始：何方か乗って上空から日本丸をご覧になりましたか 

 

博物館特別展示「日本の練習船」には、多くの日本丸関係資料が展示された。 

                        ↑村田船長と荒川さん（元航海訓練所長） 

 



63 

 

＊海の日（7 月 22 日）・・登檣礼と総帆展帆 

 

 

   

 

     

 

海の日は今年五輪の関係で 7 月 22 日、展帆ボラティアの内、新ハーネス研修終了者による登檣礼に 

続いて展帆がおこなわれ、望月会員がマスク着用で解説を担当した。 観客はまばらだった。 

ランドマークとマスト：真夏の光景  第一教室に海の日ポスター  森閑としている船橋 
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＊オリンピック（赤レンガひろば・横浜球場・江の島の海） 

  

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

 

赤レンガ倉庫港側に設置された巨大な五輪マーク。横浜球場では、ソフトボールと野球、江の島では

ヨットレース、横浜スタジアムではサッカー予選が、いずれも無観客で実施された。 

ソフト決勝：2－0 米国を上野→後藤→上野   野球決勝：2－0 米国を破り五輪初悲願の金、村上ソロ 

再登板の完封リレーの金、13 年越しの連覇。  森下→千賀→伊藤→岩崎→栗林の完封リレー。 

セーリング女子 470 級最終ラウンド。健闘する日本チーム↑    総合トップの英国チーム↑ 

総合優勝は英国、2 位ポーランド、3 位仏。日本の吉田・吉岡チームは参加 21 艇中 7 位入賞と健闘 
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事務局報告 

古市 初夫（事務局長） 

Ⅰ 第１３回「帆船日本丸ガイドの会」総会について（書面表決） 

2021 年 4 月配布の議事次第により、第 12回総会と同様に書面表決を行

い、その結果等を幹事会（Zoom ミーティング）にて報告し、今後の活

動方針を打合せた。 

第１３回「帆船日本丸ガイドの会」総会の議事次第 

１．開   催：2021 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） 

２．場   所 ： メール・ファックスによる表決 

３．予 定 議 案： 

第１号議案  2020 年度 活動報告について  （総会資料１-①、１-②） 

第２号議案  2020 年度会計報告及び監査報告について （総会資料２） 

第３号議案  2021 年度 活動計画(案)ついて  （総会資料３） 

第４号議案  2021 年度 収支予算(案)について  （総会資料４） 

第５号議案  会誌第１１号の発行について  （総会資料５） 

 

４．報告事項等 

(1) 会員の動静 （2020 年４月１日～2021 年３月３１日）。（資料７ご参照） 

入 会 者  :なし 

退 会 者  :６名（葉山 忠雄(逝去)、伊藤 喜市(90 才)、松浦 義夫、竹野 肇、 

早津 義彦、坂元 良一） 

休 会 者  :２名（栗原 景太郎、新福 良行） 

継続休会者 :３名（奥田 浩一郎、森 巌、香月 誠司）変わらず 
 
(2) 財団が制定した「ボンティア活動実施に関する要綱」を基にして、指導部が作成した 

「ボランテイア活動の実施要領」を会員の同意を得て、６月３０日 財団会長と代表幹事が覚書

きを交わした。（会誌１０号 事務局報告 ご参照） 
 
 (3) 研修会（資料１ご参照） 

１１月９日(月) 本船＠本船第一教室 
 
 (4) 休館 

新型コロナウイルス拡散防止対策で休館となった。（2020 年４月１日～５月３１日） 
 
 (5) ガイド活動休止。（2020 年６月１日～2021 年３月３１日） 

新型コロナウイルス拡散防止対策でガイド活動は休止となった。 
 
 (6) ガイドユニフォームの選定は終了した。 

・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） 

・費用の捻出検討中 
 
 (7) 会計報告の特記事項。（資料２ご参照） 

(一社)横浜海洋福祉協会からの寄付金残高を一般会計へ繰入れた。 

 

＜配布資料＞ 

・2020 年度 活動報告 と 活動報告データー表   （資料 1-①、１-②） 

・2020 年度 会計報告書     （資料２） 

・2021 年度 活動計画(案) と 収支予算書   （資料３、４） 

・会誌第１１号編集方針     （資料５） 

・会誌第１０号の配布実績     （資料６） 

・会員名簿（2021 年４月１日現在）    （資料７） 

（監査報告書） 

事務局報告 
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Ⅱ 会則の臨時措置（提出して承認された「臨時措置」） 

総会の書面表決が会則に抵触する部分を「臨時措置」として幹事会（Zoom ミーテイング）

に諮り承認された。 

幹事会（Zoom ミーティング）の議事抄録 

5 月 6 日（木）１５：００～１６：２０分 無料４０分ｘ2 回 

参加者（８名―――安田・相川・大西・木村・望月・古瀬・角田・古市） 

 

安田代表幹事より本日の審議事項の確認 

①総会の決議（書面表決）結果報告 

②総会の書面表決が会則に抵触する部分を「臨時措置」（案）により成文化を諮る 

③監査役 1 名欠員の対処 

④研修会（予定日 5 月 17 日）開催の検討及びワクチン接種予約状況 

⑤会誌 11 号の投稿募集 

審議進行は安田代表に委ねた。 

 

① 事務局長より、３１名から書面提出あり、全員、全議案（１～５号）承認し、過半数に達している。 

（会員数３９名(休会者４名は含めず)） 

退会者 1 名（河村奉忠 氏） 

大西副代表より、昨年入会したばかりだが、一度もガイド体験せずに体調不良等で退会する事になった

と説明が有った。 

 

② 事務局より提示された「臨時措置」（案）を審議して承認された。 

現行会則（2016 年 8 月 20 更新）第 12 条の 4 には、総会は、２分の 1 以上の出席者で成立し、出席者

の過半数で議決する。とあり、 

書面表決の記載はないので「臨時措置」により、出席者の扱いを電磁式方法（電子メールあるいはファ

クシミリ）により回答した者を出席者とした。 

 

③ 監査役 坂元良一氏の退会により 1 名欠員となっている。 

相川副代表に人選を依頼し、当面、古瀬氏からは 1 名で対処可能とあり欠員のままとした。 

 

④ 研修会（5 月 17 日＠本船）は、延期してワクチン接種後に手配し直すことにした。 

ワクチン集団接種の予約状況（幹事会参加者） 

２名（横浜市）PC にて予約済み。（6 月 6 日までに 2 回接種） 

横須賀市、町田市、東久留米市はまだ予約票が届いていない。 

個別接種を選択する場合の案内は（接種できる病院）後からとなる。 

 

⑤角田編集長より、現時点で投稿者 2 名。 

会誌 11 号への投稿依頼を速やかに配信する。 

発行部数につき、古市事務局長より部数削減案があった。 

 

＊＊Zoom ミーティングによる安否確認と情報交換＊＊ 

この他、７月 20 日に幹事メンバー及び会員の数名が参加した Zoom ミーティングを実施し、 

相互の安否確認と情報交換を実施した。 
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Ⅲ 財団のボランテイア活動に関する要綱、活動実施要領 および覚書 

帆船日本丸ガイドの会」会則に関する臨時措置 

 

臨時措置： 

新型コロナ COVID-19 の影響で、通常の総会が開催できないために新年度の事業推進に支障を来さないよう、

会則に抵触する部分の扱いについて以下のように措置する。 

 

役員承認： 

 当臨時措置の扱いについては役員全員の承認のもとに行うものとする。 

 

問題点： 

現行会則（2016 年 8 月 20 更新）第 12 条の 4 

総会は、２分の 1 以上の出席者で成立し、出席者の過半数で議決する。 

 

出席者： 

会合が開けないことにより、当会則規定の出席者の扱いを電磁式方法（電子メールあるいはファクシミリ）

により回答した者を出席者とする。 

総会の成立条件は、役員会が別途定める期日内に、2021 年 4 月 1 日現在の登録会員数の 2 分の 1 以上の回

答をもって成立とする。 

 

議決： 

議決数については回答者を出席人数とみなし、回答数の 2 分の 1 以上の賛成で議決する。 

 

事後承認： 

 当臨時措置で決議した事項については暫定とし、至近の総会あるいは臨時総会で承認される事後承認と

する。 

 

実施日： 

 当臨時措置の有効期間は 2021 年度内とする。 

 ただし、この間に総会あるいは臨時総会が開催でき、一括承認が得られた場合はその時点で失効する。 

 

以上、2021 年 5 月６日の役員会（持ち回りあるいは電磁方式を含む）にて決定。 

 

2021 年５月６日 

帆船日本丸ガイドの会代表幹事 安田岩男 

 

公益財団法人帆船日本丸記念財団ボランティア活動の実施に関する要綱 

制  定 令和２年３月３１日 

（目的） 

第１条 公益財団法人帆船日本丸記念財団（以下「財団」という。）の事業に、各種ボランティアの協力

を得て行われる事業を円滑に行うため、それぞれのボランティア活動の実施について定める。 

 

（対象ボランティア活動） 

第２条 財団は日本丸メモリアルパークにおいて次の事業を行うにあたり、それぞれボランティアの協力

を得て事業を推進する。それぞれのボランティア活動には次表に示す担当課を置く。（紙面の癒合で最下

部へ移動） 

 

（活動の原則） 

第３条 各活動は財団の管理下で行うものとし、各活動の活動日は原則として財団において定める。 

２ 活動管理の基本は本要綱に基づき実施し、詳細は各活動の担当課において定める。 

３ 各ボランティア活動の運営責任者は各担当課の課長をもって充てる。 
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（活動ボランティアへの登録及び退会） 

第４条 財団におけるボランティア活動を希望する者は、次の各号の定めに従い、登録及び退会をする

ものとする。組織としてボランティア活動を行う場合には財団と当該組織との間で覚書を取り交わすこ

とができる。 

(1) 申込書に氏名等必要項目を記入登録し、それぞれの課で保管するものとする。 

(2) 活動内容により、登録前に所定の研修又は講習を受講するものとする。 

(3) 登録事項に変更が生じた場合には遅滞なく財団に届け出るものとする。 

(4) 財団は登録者に対し、財団会長名の登録証又は活動用のネームタグを交付する。 

(5) グループとして参加する場合には、グル―プの代表者を登録するものとする。 

(6) 活動を中断、退会しようとする者は、財団に申し出て、貸与されているものを返却するものとする。 

(7) 財団会長は、ボランティア活動及び財団の業務を阻害する行動を行う者、信用を失墜する行為を行

った者、活動を安全に又は円滑に行うことが不可能と判断される者、反社会的勢力との関りが判明し

た者を退会させることができる。 

 

（財団の役割等） 

第５条 財団はボランティア活動を行うために、次の各号に定める役割を担うこととする。 

(1) ボランティアが活動中に被った傷害・損害を補償するために保険に加入する。 

（ボランティアに故意又は重大な過失がある場合は除く。） 

(2) ボランティアが活動中に見学者等に与えた損害を補償するために保険に加入する。 

（ボランティアに故意又は重大な過失がある場合は除く。） 

(3) 活動のために必要なユニフォーム等を貸与する。貸与品は貸与簿を作成し管理する。 

(4) 活動にあたって更衣場所、ロッカーが必要な場合には提供する。 

(5) 活動が一日に及ぶ場合は昼食を提供することができる。 

(6) 登録者に対し安全教育、接遇マナー教育等必要な教育･研修を実施する。また、必要な資料を提供

する。 

(7) 登録された情報は、活動以外の目的に使用しない。 

 

（ボランティアの心得） 

第６条 ボランティア活動は、次の各号に定める心得を基に行うものとする。 

(1) 活動中に来場者の見学を妨げたり、不快感を与えてはならない。 

(2) 来場者には親切・丁寧に接することに心掛ける。 

(3) 活動中は安全基準の順守に努める。 

(4) 貸与された衣服等を活動中は着用し、またそれらを責任もって管理する。 

(5) 財団職員の指示に従って行動する。 

 

（特典等） 

第７条 登録したボランティアは次の各号の特典を受けることができる。 

(1) 登録証又はネームタグの提示をすることにより、帆船日本丸の乗船料及び横浜みなと博物館の常設

展及び企画展の入館料を免除 

(2) 登録証又はネームタグの提示をすることにより、ミュージアムショップでの５％割引購入（一部商

品を除く） 

(3) ボランティア感謝会への招待 

(4) 活動実績に応じ、別に定める基準に基づく感謝状の贈呈 

 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

事  業 内   容 活動ボランティア名 担当課 

公開事業 

総帆展帆 展帆ボランティア 指導課 

日本丸船内案内 ガイドボランティア 指導課 

横浜みなと博物館案内 展示案内ボランティア 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 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 業務推進課 

日本丸整備作業 甲板ボランティア 指導課 
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 帆船日本丸 ガイドボランティア活動実施要領 

 

制  定 令和２年４月１日 

（目的） 

第１条 本要領は、公益財団法人帆船日本丸記念財団 （以下「財団」という。）ボランティア活動実施に

関する要綱（以下「要綱」という。） 第２条に基づく日本丸の船内案内のためのガイドボランティア活

動を円滑に行うことを目的とする。 

 

（帆船日本丸ガイドの会） 

第２条 帆船日本丸のガイドボランティアを行う者は、帆船日本丸ガイドの会（以下「ガイドの会」とい

う。）に所属する者とする。会則は別に示す。 

 

（ガイドの実施） 

第３条 実施時間帯は、原則午前 10 時 （総帆展帆時は午前９時 30 分）から午後４時までとする。ただし

昼食、休憩時間を除く。なお、午後４時以降、ガイドを希望する者がある場合は、午後５時までの時間

帯をもって対応するものとする。 

２ 実施区域は、横浜市が策定した帆船日本丸災害防止計画 （以下「計画」という。）に示す公開区域と

する。見学者を非公開区域に立ち入らせてはならない。 

３ 実施方法は、見学者の要望に応じ、当番ガイドの判断により、 計画順路に沿って行う。見学者数、団

体の見学計画により、必要な場合は、計画順路による案内に代えて、定所説明、分担説明によって行う

ものとする。 

４ 通常の待機場所は、船内防災センター付近とする。 

 

（指導課との打合せ） 

第４条 ガイド実施日の開館５分前から、指導課とガイドボランティアで当日の予定について打合せを行

う。 

 

（団体案内） 

第５条 財団は、団体等より案内希望があるときは、次の各号をガイドの基準として指導課と業務推進課

で調整の上、事前にガイドの会に通知する。 

(1) 同時に案内できる人数をガイド一人当たり 10 人程度とする。 

(2) 船内見学時間の目安を 45～60 分とする。 

(3) 見学時間が 30 分未満の場合には、乗船前に日本丸概要等の説明を行った後に乗船 見学させる。 

 

（資料・貸与品等） 

第６条 財団は、要綱第５条によりガイドの会の会員に対し説明・案内に必要な資料を提供し、また所定

のユニフォーム、アポロキャップ及びネームタグを貸与する。 

２ ガイドの会の会員は、案内活動中は貸与されたユニフォーム及びアポロキャップを着用するとともに、

ネームタグを見えるように携帯する。ネームタグは様式１のとおりとする。 

 

（食事等） 

第７条 財団は、要綱第５条第５号によりガイドボランティアに対し、昼食を提供する。 

２ 財団は、待機場所及び休憩場所を船内に提供する。 

 

（連絡調整） 

第８条 財団及びガイドの会は、それぞれ連絡調整のための担当者を置く。 

 

（意見交換） 

第９条 財団及びガイドの会は、船内案内事業を円滑に実施するための意見交換を定期的に行う。 

 

（緊急事態発生時の誘導補助） 

第 10 条 緊急事態発生時は、財団職員の指示に従い見学者を安全な場所に誘導する補助を行う。（計画の

「５避難計画の概要」を参照のこと。） 

 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

(ネームタグの様式１は略) 
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Ⅳ ガイド制服・ベスト試着会 

9 月 2 日、帆船日本丸第一教室におい

て、有志による試着会を実施した。これ

を元に、会員各位の希望サイズを募り、

財団側がロゴを入れて、各会員に貸与す

ることとなる。 

（早く、このベストを着用し、ガイドを

行いたいものです。） 
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Ⅴ 会員名簿 
（令和３年９月１日現在） 

名   前 名   前 名   前 

1 ○ 相川 康明 Ｎ 21  世登 順三 Ｎ 41  奥田 浩一郎 Ｎ 

2  東 義明 Ｎ 22  高石 勝 Ｎ 42  香月 誠司 Ｎ 

3  井上 喜三郎 Ｎ 23  高橋 美次 Ｎ 43  森 巌 Ｎ 

4  猪森 正武 Ｎ 24 ＊ 田上 和丸 Ｎ 44  栗原 景太郎 Ｎ 

5  内田 直行 Ｎ 25  立石 健三 Ｎ 45  新福 良行 Ｎ 

6  江森 健二 Ｎ 26  筒井 哲 Ｎ    

7 ☆ 大河原 明徳 Ｎ 27 ◇ 角田 昌男 Ｎ 退会 伊藤 喜市  

8  大槻 和彦 Ｎ 28  長井 武志 Ｎ 退会 坂元 良一  

9 ○ 大西 典一 Ｎ 29  長塚 正敏 Ｎ 退会 竹野 肇  

10  片山 瑞穂 Ｒ 30  花田 兵六 Ｎ 退会 早津 義彦  

11  加山 文治 Ｎ 31  林 作治 Ｎ 退会 松浦 義夫  

12  川瀬 正彦 Ｎ 32 △ 古市 初夫 Ｅ 退会 河村 奉忠  

13  岸本 宗久 Ｎ 33 ＠ 古瀬 文晴 Ｒ 退会 葉山 忠雄 逝去 

14  北沢 昌永 Ｎ 34  松﨑 光男 Ｎ 
☆---顧 問 

◎---代表幹事 

○---副代表幹事２名 

◇---幹事･会誌編集長 

△---幹事･事務局長 

＊---幹 事 

＠---監査役 

 

休会者    ：３名（継続） 

休会者    ：２名（１年） 

今期入会者：１名 

今期退会者：６名（体調不良５名

逝去 1名） 

15 ＊ 木村 正次 Ｅ 35  宮澤 勇夫 Ｅ 

16  倉田 博次 Ｎ 36 ＊ 望月 二朗 Ｎ 

17  小暮 文悟 Ｎ 37 ◎ 安田 岩男 Ｎ 

18  齋藤 徹郎 Ｎ 38  山澤 時廣 Ｎ 

19  澤間 譲治 Ｎ 39  山田 徹郎 Ｎ 

20  瀬戸 明 Ｅ 40  米原 健一 Ｎ 

 

Ⅵ ガイド当直日の留意事項 

以上 

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 分となる。 
・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を基本とする。 
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前号から本誌第 11 号編集終了に至る間の世の中の大きな出来事を振り返って見たい。

凡人はまず、「おもてなし」という象徴的言葉で誘致した東京 2020 の実施を挙げたい。

この 8 年間、「元気に東京五輪を見る」をモットーに過ごして来られた方も多かった筈。

それがコロナウイルス感染防止のため 1 年延期、更には直前まで中止論が飛び交い、感染

者急増の第 5 波ピーク時に原則無観客での実施となったのだが、競技は TV で大いに楽し

めた。この平和の祭典が行われている一方では、様々な事が起きていた。感染力を強めた

新型コロナウイルス変異株が世界中でまん延、各国が感染防止に躍起だった。また、「日

本五輪開催の年には政変が起きる」のジンクス通り、昨年 9 月安倍総理が退任、菅政権が

誕生したが僅か 1 年余しか持たず、10 月に第 100 代岸田内閣総理大臣が誕生した。米国

はバイデン大統領への交代、そしてあの 9・11 から丁度 20 年、8 月末米軍アフガン撤退

完了した途端タリバンが政権を樹立した。中国はワクチン外交で一帯一路を含め覇権拡大

の一途である。スエズ運河の大型コンテナ船座礁事故、国際物流へ影響と損害賠償問題も、

船の関係者としては見逃せない出来事であった。 

 そんな状況下、帆船日本丸は一般公開をしていたものの、見学に訪れる人はまばらで、

団体の見学客は皆無の状況であった。我々のガイド活動は、一昨年の 12 月開始の第二次

大規模修繕工事から休止、既に約 2 年が経過した。その間、密を避けるため、総会も書面

総会だったが、本会誌は引き続き発行することが決定した。そして、春から第 11 号の原

稿募集を始めたものの、当初原稿の集まりが極めて遅く、事務局長からのアンケート送付

で状況把握に努め、更に代表幹事から何人かに原稿執筆の打診をして頂いた。それらが功

を奏して寄稿者が増え、漸く充実した冊子に整えることが出来た。冊子の校正には従前同

様、古瀬会員と古市会員に大変ご尽力頂き、完成出来たことを感謝し報告する次第。 

 ところで、パラリンピックでは、生まれつき両腕がなく、長さの違う左右の足を使った

キックで推進し、50ｍと 100ｍ背泳ぎで銀メダルを最年少 14 歳で獲得した山田美幸選手

の泳ぐ姿に感動。また、エジプトのハマドトウ卓球選手 48 才が、列車事故で両腕を失っ

たものの足でサーブを出し、口にラケットを咥えてプレーする姿は驚きの一語に尽きた。

彼のモットーは”Never give up in life!”。 また、自転車トライアルで優勝した杉浦佳子選

手（50）は、「最年少記録は 2 度と作れないけど、最年長記録はまだ作れる。」と言って、

3 日後のロードレースで 2 個目の金を取得、記録を更新した。これらのことから、「人間

は、障害や高齢などで失った部位・機能を努力によって補うことが可能。」だということ

を学んだ。年齢を重ねるに連れ漸次体力・知力が衰えていくのは当然とばかり、毎日を安

穏と過ごして来たと少々反省し、これを機にもう少し活動的に生きたいと改めて思った

が、問題は果たして実行できるかである。 

 最後に本会誌はご高承の如く、我々ガイド活動の記録を残すと共に、会員相互の理解と

親睦のための「カタフリ」を兼ねた冊子です。次号は、海・船・人生・趣味等について 

経験豊かな皆さんのエピソードを満載したいと願って、PC を閉じることとします。 

      （編集・校正終了・10 月吉日）       角田 昌男（編集長） 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


