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「消える造船街の灯」 

              荒川 博（清水 N-6） 

 世の中には「〇活・婚活」あるいは「△活・就活」とか言うところの

「～活」＊があるが、その流れに沿って「終活」まで現れた。 

がしかし、人間一度は終わるが故に、「終活」は必要ないと考えて

いると言いながら、気の付くままに身の回りの雑書類を少しずつ整理している。  

 ある新聞の切り抜きが見つかった。 

・・・・・またまた、潮気の抜けた Old Seadog の戯言の披露！・・・・・ 

 

 「横須賀・浦賀ドック 100 年の歴史に幕＊」、「消える造船街の灯」と見出しがあり、記

事の中に、練習帆船日本丸が、国内初の洋式軍艦鳳凰丸、青函連絡船など数千隻と共に送り

だされたと書かれているが、浦賀ドックで誕生した練習船日本丸とは日本丸二世のことだ。 

我らが日本丸一世の誕生はご存じ神戸川崎造船所であり、日本丸一世は戦後の帆装復帰工

事に、このドックにお世話になった。その時、実習生として乗船していたのが我々清水 N-

6 で、所謂 100 日ドックと言われた長い修理期間であった。 

 3 年間の予算のうち 1 年目には、戦争直後の物資のない状況下、策具諸々の麻索、ワイヤ

ーロープなどを購入し、2 年目の我々実習中は、Fore mast の扛挙
こうきょ

点検、同マストの下のヤ

ード 3 本の取り付け、外板数枚の張替えが大きな工事であった。 

 マストの根本にはセメントが詰めてあり、上にはコックがあり、マスト内部の露滴用とか

と聞かされた。 

 このような技術が消えてしまうのかと思うと寂しい気がする。船乗りの卵から、一人前

（航海士として、定検、中検、合入渠を経験した）までかなりの部分に思い出がある。 

 

船での生活、出来事などは、先に書き記したので、ここでは船外の事についての戯言を二、

三、記してみる。・・・前置きが長くなった。・・・ 

 先ずは入浴の話。 

  通常の実習生活と違い、毎日風呂にはいれるのは有難いが、フランスの兵隊と同じ風呂

場で、しかもベトナムとの戦い＊での修理ドックで、中には局部にホータイを巻いている水

兵もいた。いかにもお粗末な待遇に抗議を繰り返すうちに、街中の銭湯の入浴券を渡されて、

これまた、浦賀の人達と裸の付き合いをしたものだ。 

次は、一日おきの散歩上陸で通った居酒屋 

  数軒の間隔をおいて、九州屋と岩城屋とがあり、それぞれに常連気分をだして通った 

ものだった。懐の心配はなかったのか。後輩に引き継いだのもいたらしい。 

 朝別科に東叶神社＊往復駈足もあった。浦賀には東西の叶神社があり、東では勝海舟が座
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禅を組んだことが有名で、両神社には渡し舟を利用すれば参詣することができた。 

 その他、実習中には知らなかったが、浦賀ドック入渠中の船員用に奥クラブ・表クラブと

が保養施設としてあり、言ってみれば表クラブはメスクラス、奥クラブはシニヤクラス用で、 

航海士になってからは利用させて頂いた。女性従業員をカラカッタりしたのも淡い青春の

思い出で、あの細い坂道はどうなっているのだろうか。 

 

 “消える街の灯”と開発の名のもとに、浦賀の街はどう変わっただろうか？ 

 九州屋、岩城屋の灯も、銭湯もきえているだろうか、それとも煌煌と輝いているだろうか、

ビルの一階として。 

                     Oh! Youth.           完 

 

編集註） 

＊１，就活・婚活そして終活はおなじみの言葉になったが、調べてみると 

 「オタ活」：アニメやアイドルなどのオタクの活動。「恋活」：恋人探し。「友活」：友達作り。 

 「夜活」：仕事後などに励む勉強や活動。     「保活」：子供を保育園に入れるための活動。 

 「温活」：健康保持のために体温を上げること。  「妊活」：妊娠・出産に向けた活動。 

 「眠活」：よい睡眠をとるための工夫。      「涙活」意識的に涙を流してストレス解消を図る。 

 「腸活」：腸内環境を整え健康を維持すること。 ・・・・等もあった。 

＊２, 浦賀ドックは周辺部と共に令和 3（2021）年住友重機工業（株）より横須賀市に寄付された。ドック 

   見学はイベントなどの一般公開日のみ可能（横須賀市 HP） 

＊３，ベトナムとの戦い：1946－1954 インドシナ戦争（ベトナムのフランスからの独立戦争） 

＊４，東叶神社：浦 賀 の港 を挟 んで 、東 西の 叶神 社 が向 かい 合っ てい  

 る 。社 務所 の裏 には 井戸 があ り、 勝海 舟が咸 臨 丸で の太 平洋 横断  

 前 に、この 井戸 で水 垢離（ みず ごり ）をした 後 、明 神山 山頂 で断 食  

 を した と伝 えら れて いる 。拝 殿前 の狛 犬は、 そ れぞ れ子 供を 抱い  

て い て、右側 の狛 犬は お 乳を 飲ま せて いる 。ま た 、普 通狛 犬は 口を  

開 け た「 阿（ あ） 形」 と口 を閉 じた 「吽 （ん） 形 」で 一対 をな して いる が、 東叶 神社 の狛犬  

は 、 左右 とも 口 を閉 じて いる よ うに 見え る。西 叶 神社 の狛 犬 が、 いず れも 口 を開 けて い るよ

う に 見え るこ とか ら、東 西で 一対 とな って いる と の説 もあ る。願 が「叶 う」、叶 神社。パワー

ス ポ ット とし て も人 気が ある 。 西叶 神社 の勾玉 を 、東 叶神 社 のお 守り 袋に 納 めて 身 に つ けて

い る と、 恋愛 をは じめ さま ざま な良 縁を 結んで い ただ ける そう だ。  

東 西 の叶 神社 は、 浦賀 の港 を行 き来 する 「浦賀 の 渡し 」で 結ば れて いる 。  

（ 横 須賀 観光 情報 文体 修正 ・転 載）  
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帆船教育は時代遅れか？ －デジタルの世紀に問う 

                     山本 勝（TN-15） 

要旨：アナログの象徴のような大型帆船がいまだに船員教育、社会人へ

の海事の普及活動に使われている。シーマンシップとは何か。帆船教育

は是か非か。デジタルの世紀に問われているのは、人間の原点に立ち返

って考えるべきことかもしれない。 

 

 “I must go down to the seas again, to the lonely sea and sky, 

   And all I ask is a tall ship and a star to steer her by:“ 

  これは 20 世紀のイギリスの桂冠詩人ジョン・メイスフィールドの詩 “Sea Fever” の一

節である。メイスフィールドは若いころ水夫としての経験があり、海へのあこがれ、まった

き自然への憧憬をみごとに謳いあげて、こころを揺らす詩として名高い。 

 もちろんここで謳われる “toll ship “とは帆船のことであり、このあとも“白帆のはためき”、

“打ち寄せる潮の音”、“任務が終わったあとの静かな眠り”（三木菜緒美訳による）、と自然

と一体化した船と人のゆるぎない関係のみがそこにあるように詩はつづく。 

 筆者も、半世紀以上も前になるが、大型帆船に実習生として乗船して米国西岸、カナダ、

ハワイを回って日本に帰ってきた経験がある。日本を出て太平洋横断の 30 日余、くる日も

くる日もメイスフィールドが謳う世界にドップリ浸かったあげく、はじめてはるかにアメ

リカ大陸を望んだときのなんともいえない高揚感は記憶にあたらしい。長いあいだ潮の香

しか嗅いでこなかった嗅覚は、肉眼で陸影を見つける前から、大陸から漂ってくる針葉樹の

ほのかな香りをとらえていたことも、きわめて新鮮な体験として忘れがたい。このように非

日常の極みともいえるのが帆船による航海といっていい。 

 日本には船員になるための訓練船として、大型帆船「日本丸」、「海王丸」があるのはご存

知のとおりだ。近い将来、船の自動運航、自律運航が実現しようというデジタル万能の世界

において、その対極にあるアナログを象徴するともいえる帆船を訓練船として使う意味が

あるのか、あるいはもうなくなったのか、近年議論がつづいている。 

 現在の「日本丸」、「海王丸」は二代目だが、一代目はいずれも 1930 年から 1984 年まで

54 年間、航海訓練所（現海技教育機構）の練習船として延べ 2 万人をこえる実習生を育て

てきた（戦時中を除く）。現在も両船の役割は変わらないが、「海王丸」は社会人に帆船航海

を体験してもらうという事業にも一部使われている。また一代目「日本丸」は横浜港、「海

王丸」は富山港に係留されて、一般公開とともに、展帆ドリルなどをつうじて子供たちや社

会人に海や船についての理解と知識の普及活動をおこなっていることはご存知のとおりだ。 

 19 世紀後半、帆船から汽船の時代に移行して久しいが、船員になるための教育・訓練、

そして国民の海事に関する理解や知識の普及という目的ために、長らく帆船が使われてき

たのには理由がある。 

 “シーマンシップ（seamanship）”という言葉をご存じだろう。 

特別寄稿－2 
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 この言葉をどう定義付けるかは、さまざまに議論、研究がなされてきているが、ひとつは

船乗りとしての技能、もうひとつは船乗りとしてのマインド、という二つに集約できそうだ。 

 千変万化の海という自然をのりこえて安全に船を操る技術、社会から隔絶された運命共

同体である船で守るべき規律、マナー、あるいは心構え、順応性といった人格的なものの総

集が “seamanship” というわけだ。 船員になるには船乗りの技能とマインドの原点を学べ

る帆船航海を経験させること、日頃海とは縁遠い社会人、子供たちにもひろく人間社会に通

ずる規律やマナーを学んでもらう、あわせて海や船に関する理解や知識を得てもらいたい、

というのがいまだに帆船が使われる理由といえる。 

 筆者の経験でも、すべてがマンパワーでおこなわれる大掛かりな帆の操作などをつうじ

て、一人ひとりの役割の自覚とチームワークの結集があってこそ物事が成し遂げられるこ

とを身をもって教えられたこと、自然の過酷さと美しさを自分も自然の一部であるとの自

覚とともに生に感ずることができたこと、なににもまして総帆をひろげて大洋を進む大型

帆船の人工物とも思えない美しさを実感できたこと、などなど確かに人間の原点を考えさ

せてくれる現代に残された貴重な場ではないかとおもう。 

 諸外国においても、主として海軍の練習艦として大型帆船が使われ、また民間でも大小さ

まざまな帆船がつくられ、教育の場としても使われていることは同様の理由によるものだ

ろう。 

 船員の教育・訓練のため大型帆船を保有することに否定的な意見は、やはりすべてデジタ

ルで用が足る現在、高額な費用をかけて大型練習帆船を建造・保有する合理的な理由が見い

だせないというところに集約される。 

 二代目「日本丸」、「海王丸」も 2024 年には 40 歳を超える。船員養成機関から輩出され

る船員の数もかつてと較べ大幅に減少した。 

 アナログの象徴である帆船を船員の練習船として、こんごも保有をつづけるのか否か、そ

ろそろふたたび議論が活発になる時期を迎える。 

 “seamanship” の精神の涵養は、このデジタルの時代にあってこそ社会的に見直してみる

べきテーマかもしれない。帆船教育の是非の議論は、単に船員教育の枠を超えて、ひろく国

民にも考える機会をあたえてくれるはずだ。 

                                      了 

 英国においてセイルトレーニング協会が設立されたとき、名誉総裁に就任したエジンバラ公フィリッ

プ殿下はその設立趣旨を次のように述べています。「人は青年期になり、肉体的には大人になると、他人

から教えられることを拒み、大人のすることなら何でもできると思い上がるようになる。この時期の青年

に必要なことは、他人と力を合わせなければ乗り越えられないような試練を体験させることである。セイ

ルトレーニングの目的は航海技術の習得にあるのではない。帆船の外洋航海を通じで必要とされるチーム

ワークや決断力、他人を思いやる心を体験から学ぶことにある。」 Tall Ship Challenge Nippon 抜粋 

編集註：筆者は、最新のニュースや写真を世界のメディアに配信している Record China のコラ

ムニストとして活躍中。本稿は 2022 年 6 月 16 日同社から発信された記事の原稿。   
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卒寿を過ぎてからの健康の事 

  伊藤 喜市（ガイドの会 OB） 

はじめに 

私は此の秋に 92 歳となった。2020 年に卒寿（90 歳）を迎えてから

今年(2022 年)の誕生日までの２年間は健康に恵まれて過ごすことが出

来た。有難いことと思っている（但し、８月の予想記事である。）併し、

傘寿（80 歳）のときは３回の入院生活を送った。そのうちの２回目は

２カ月以上、及び３回目は約４週間の入院で、その間に米寿(88 歳)を

過ごしたのであった。その後は 50 歳台以来の持病の治療が健康上の主な行事（？）となっ

ている。80 歳台の闘病のお陰でその後の現在に至る健康が有ると思っている。拙稿が、読

者の「気持ちよく 90 歳台を迎え、及び、過ごされること」の参考になれば望外の喜びであ

る。 

1．80 歳台の入院治療の事  

「はじめに」で述べた 80 歳台の３回の入院生活を少し詳しく述べる。 

最初の入院は片眼だけの白内障の手術で、２泊した。今日まで両方の視覚に違和感はな

い。次の入院は腹部大動脈瘤摘除のためで、60 歳台から継続して見守っていたものであっ

た。手術に当たった医師は、完治を言い渡した際、これからの健康維持のために「毎日 3000

歩歩くこと」を厳しく告げた。適時の大手術であり、適切な助言であったと思っている。最

後の入院は所謂「口腔外科」の分野であった。東京・銀座二丁目で歯科医院を開業していた

友人が口腔外科の勉強で母校に通っていると話していたことを思い出したが、それをわが

身が受けるとは思いがけないことであった。４週間の入院で退院となり、その後は、退院後

の最初の１年間は月 1 回、２年目は２カ月毎にという通院診療で今年（2022 年）は４年目

であった。退院直後に新型コロナウイルスの流行が始まったので、通院に色々と気を遣った。

又、同病院では、入院してすぐに口内の検査及び歯磨きの指導があった。それ以来、歯磨き

を毎日４回(起床直後及び３食後)行っていて、現在も続けている。これで、私の歯周病は無

くなったと思っている。 

２．私の健康管理の履歴  

 私は小学校入学の前年頃から毎朝ラジオ体操を行ってきた。また、船員生活から陸上勤務

に移って最初の正月に、住んでいた市の役所が主催（？）した市民遠足に参加し、途中の登

り坂で歩けなくなったことがあり、それ以来、努めて歩くことを心掛けてきた。お陰で、旧

東海道、奥の細道（但し、平泉まで）、中山道（但し、望月まで）などを歩いた。そのよう

なことで、二回目の入院後の「3000 歩の歩き」は願ってもないご指示と思い、できるだけ

それを守ってきた。また、海上勤務を始めて間がない頃に寒冷蕁麻疹を発病したことがあり、

それ以来気温の変化でアレルギーを起こすことが少なくなかったが、中年以降はそれが鈍

感になっているように感じている。理由は不明であるが、嬉しいことである。人間ドックは

定職を退いてからもほぼ毎年行ってきた。お陰で腹部大動脈瘤の発見及び経過の見守りは、
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十分に行うことが出来たと思っている。 

歯磨きは、前に述べた通りであり、最近になって丁寧な歯磨きの大切さを痛感している。

早くからこの様な歯磨きをしていればと、心底から残念に思っている。 

今年になって年齢に関わることが２件あったのでそれを紹介したい。 

１件目は「脊柱管狭窄症」発病の事である。「脊柱管狭窄症」と診断されたのは本年４月

末で、治療終了となったのは３カ月後の７月末であった。３カ月で完治したのであり、僥倖

と思っている。完治を告げた医師は３年後に再発する恐れがあるので、リハビリで行った運

動を思い返して行うようにと述べたが、私は、それを寿命の保証とも聞き取ったのであった。

リハビリで行った運動の図解図面は２枚受け取っている。ここではその 1 枚「殿部のスト

レッチ」をご紹介する。（組んだ方のお尻の筋肉がストレッチされる） 

もう一件は「補聴器」の必要性を認めたことである。少し離れた所に住み、毎月一回は逢

っている曽孫（男児）に本年６月に逢った際、以前に聞こえていた筈の声が全く聞こえない

ことに気付いた。他の大人たちとは会話をしていたのであるから、大変な驚きであった。結

果は、小さい子供の声が聞き取れなくなっていることを実感したのである。（注記；私は、

昨年 4 月に今後毎年 4 月に耳鼻咽喉科クリニックで診察を受けることにした。今年 4 月に

聴力検査も受け、「聴力の衰え」の指摘は特に無かったのである。）こうして、補聴器の購入

になった次第であり、今は体温計の音も聞き取っている。 

３ 口腔外科手術の事（少し詳述） 

三度目の口腔外科入院手術の経緯を少し詳しく述べる。それは二度目の退院から３ヵ月

ほど後に始まった。 

①  同年（2018 年）４月下旬に M クリニックで持病の診察を受けていた際、同クリニッ
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クの医師は、血液検査での白血球の数値（平常値 9700）が高く（12040）なっているが、

その理由は今のところ不明であると告げた。 

② 私は、体に隠れた異常があるのではないかと思い、取り敢えず、歯槽膿漏の治療を受け

ることにし、同年５月末に近所の I 歯科クリニックで診察を受けた所、同歯科医師は、）大

病院への紹介状を手交した。説明は全く無かった。 

③ 私は、６月上旬にＴ病院の歯科にその紹介状を持参して受診した。通院中、同年８月末

になって同歯科の医師から「患部生検」の結果を悪性と診断したと告げられ、９月 26 日

にＳ病院宛の依頼文書が手交された。 

④ 私は、翌日（９月 27 日）Ｓ病院に同文書を持参し、同病院の口腔外科受診手続きを執

った。こうして、S 病院の口腔外科による治療が始まり、10 月 18 日に入院して同月 22

日に手術（約５時間）が行われ、11 月 18 日に退院した。 

退院後も診療があり、同月 30 日にＳ病院で切除部の生検結果を知らされ、その際に以後 

５年間の経過観察のために通院してもらうと告げられた。  

４．三度の闘病生活で思ったこと及び 90 歳台の健康の事（卒寿の生き方） 

 「二度あることは三度ある」という諺があるようである。私は八十歳台で手術入院を「三

度したのだから」九十歳台は穏やかに過ごせそうだと思っている。今のところ、少なくとも

最初の二年間は、ほゞ穏やかに過ごしたと思う（本年８月の感想である。）。90 歳台の生き

方は「日々健康で」ということであり、それは、「大病の基を出来るだけ早く摘み採って過

ごす」ということになろう。九十歳台の健康とはその様な事ではあるまいか。 

５．90 歳台の知的生活 

 現在の私の自覚する知的体調は、記憶力が衰えて、直前の自分の行動を思い出せないこ

とが多くなったことや、筋肉の衰えが激しくなっていて、大型本の持ち運びが辛いと感じ

ることが増えていることが挙げられよう。静かに椅子に掛けているといつの間にか居眠り

をしているのである。但し、知識欲は「これまでは時間がないとして手を付けてみたもの

の長続きしなかったこと、例えば、我が国の古代史について」、最近の情報をあれこれ漁

っている。また、今年の夏 新聞記事に載っていた、堀川恵子著の「暁の宇品陸軍船舶司

令官たちのヒロシマ」を読んで、広島で勤務していた当時の事務所が陸軍船舶司令部のあ

った建物(原爆で壊れた)の跡地に建てられたビル内にあることを知った。私は、同事務所

に二回勤務しているが、そのような史実を全く知らなかったのであり、（同書に書かれた

事実も全く知らなかったといえる。）慙愧の極と云った気持ちになったのであった。 

                              (2022.08.25 記) 

御参考：ナショナルジオグラフィック（日本版 2022 年 8 月 30 日発行）の第 28 巻第 9 号 23～25 ページの

記事「命を懸けた世界一周」は本誌第 11 巻の拙稿の参考になりましょう。 
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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 

コロナの心配が完全に払拭できないながらも、少し明るい見通しが経

ち今年度 4 月より 2 年半振りとなる総帆展帆と海洋教室（日帰りコース

）を再開いたしました。が・・・第 7 波の到来で、「なんだかなぁー」と

思いながら本原稿の執筆に臨んでおります。 

「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？ 

さて、前会誌 11 号と同様、令和 3 年 9 月から令和 4 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ます。 

 

◇令和 3 年度の公開事業、錬成事業、パークイベントなど 

昨年度のパーク来園者数等は、577,000 人（対前年度比：102%）、海王丸の見学者数は、

31,940 人（対前年度比：115％）と昨年度より若干増えはしましたが、コロナ禍前の半分以

下の実績です。 

令和 3 年度のボランティアによる総帆展帆はすべて中止。乗組員による縦帆のみの展帆

披露を 6 回実施いたしました。 

海洋教室（日帰り）は 21 件の希望があり計画はしたものの、結果 3 件の実施に留まりま

した（何れも希望者側からのキャンセル）。 

パークの恒例イベントについては、感染予防対策を図りつつ、昨年度と同様に実施するこ

とができました。 

 

○ボランティア育成事業 

新たな安全対策及び保護具に対応した新規

養成訓練と既存ボランティアへの特別（再）教

育を 7 月から本格的に始め、平成 3 年度は 30

名（内、22 名は射水市に拠点を置く女子プロハ

ンドボールチーム「アランマーレ」の選手：右

写真参照）が第 34 期生として新規ボランティ

ア登録されました。 

 

○啓発イルミネーション 

県発出の新型コロナウイルス「ステージ 3」の警報を周知するため夜間の船体のライトア

ップ色を赤色に固定したりしたほか、「国際小児がんデー」、「国際女子デー」に合わせた固

特別寄稿－４ 

「アランマーレ」選手の皆さん 
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定色のライトアップを行いそれぞれ啓発に協力いたしました。 

 

◇令和 4 年度からの公開事業など 

○ 新安全対策下での総帆展帆 

4 月 9 日、2 年ぶりに横帆 18 枚のベンディングセイルを実施、同 24 日、令和 4 年度第 1

回目の総帆展帆を実施いたしました。ボランティアの皆さんにとっても 2 年半ぶりの高所

作業でかつ新安全対策下での初の展帆作業であることなどを考慮して、縦帆 11 枚の他、横

帆は、各マスト、Course、L.T.、U.T の 9 枚、合計 20 枚として臨みましたが、思いのほか

苦戦、展帆に 95 分、畳帆には 105 分を要しました。ボランティアの皆さんの高齢化（当日

参加者 54 名の平均年齢 66.0 歳）も考慮して作業時間 MAX90 分としていた目標を上回っ

てしまい今後の反省材料となりました。 

その後、天候に恵まれて 8 月下旬までに計 7 回実施することができました。何れも参加

人数や 6.7.8 月は熱中症対策にも配慮しながら展帆枚数を 17～20 枚に絞って行い、第 7 回

目（参加者 58 名、平均年齢 60.2 歳）は、展帆に 55 分、畳帆に 60 分と言う結果でした。

引き続きボランティアの皆さんの安全面、体力面に配慮しながら練度の向上を図ってまい

りたいと考えております。 

また、総帆展帆に際して、指導員の欠員補充として、当財団 OB の他、JMETS 並びに帆

船日本丸記念財団からも応援を頂きましたこと、この場をお借りして改めてお礼申し上げ

ます。 

 

○ 記念事業など 

令和 4 年度は、パーク開園 30 周

年及び新湊大橋開通 10 周年にあ

たり、6 月に富山県主催の記念式

典が、また、8 月には射水市主催の

記念イベントがそれぞれ開催され

た。8 月期の記念イベントでは、海

王丸 2 世の招請寄港も計画されて

おりましたが、コロナ罹患者発生

による行動予定変更のため寄港は

中止となりました。 

7 月「海の日」の総帆展帆では、新安全対策のもとで初めてとなる「登檣礼」を実施いた

しましたが、「登檣礼用意」から「登檣礼終わり」まで 25 分の時間を要しました。今後はト

ップやゲルン台におけるアサップロック付替えのヘルプ要員を事前配置するなどして時間

短縮を図る検討をしていきたいと考えております。 

 

「海の日」登檣礼 
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◇新たな取組など 

○熱中症対策 

今年も 7 月に入ってから富山県も度々「熱中症警戒アラート（原則野外運動中止）」が発

表される中、海洋教室や総帆展帆時などの対策として、熱中症状発生時の対応手順を定める

とともに次のような対策を講じました。 

① フォクスデッキ遮光ネットの展張（海洋教室における対策） 

② ウェルデッキ天井に 1 箇所とロングプープデッキのハウス周りの 2 箇所にミスト

ホース及びノズルを新設*1（総帆展帆時における対策） 

*1 船内工作にて作製（材料費約 5 万円） 

・ミストノズル 30 個、ゴムホース、甲板送水蛇口接続金具等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○墜落者救助法の確立 

 フルハーネスとショックアブソーバー付きランヤードフックの導入により、ヤード上か

らの墜落事故発生時には、ヤードから数メートル下方に吊り下がった墜落者をできうる限

り短時間で救助する必要があるところ、その手法について専門家の指導を仰ぎつつ有効な

装具を揃えたうえで確立した（下概略図参照）。また、救助法について乗組員の習熟（訓練

）を図るため、今後は外部研修の受講とともに定期的に操練を行うこととした。 

ミストホースとミストノズル 

ヤードからの救助方法 
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◇終りに 

毎度、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。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「残雪の立山連峰と海王丸（上）」、と「令和 4 年 2 月 6 日の大雪（下）」 撮影：大藤 
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＊＊＊＊空飛ぶ日本丸 

見た目は帆船模型そのもの。船体には「日本丸」と

書かれており、横浜みなとみらいに展示されている国

指定重要文化財「日本丸」を模しているように見え

る。3 本のマストに取

り付けられた帆は、実

際の船よりも傾斜がつ

けられているが、それ

でも、空を飛べるよう

にはとても見えない。 

ところが実際に揚げてみると、見事に上空へと舞い上がっ

ていく。青空を泳ぐ姿は、まるで飛空挺のよう。ロマンが

あふれる情景。2022 年 1 月、ネット「ねとらんぼ」で見

つけた空飛ぶ日本丸の記事。Yokohama Sean さん投稿の Twitter には、「父親が作った

凧。ちゃんと飛ぶ。 ずっと意識してなかったけれど、父は内装などの職人だったことを

思い出した。」とあった。俺も空飛ぶ日本丸を作って見たい！  <指先不器用人間> 

＊＊＊＊500 機のドローンが描く帆船（横浜開港祭） 

今年 2022 年の 41 回目目の横浜開港祭（6 月 2 日）は 3 年振りにコロナによる人数制限

等もなしに開催され、500 機のドローンが描いた、帆船・バラ・横浜などの開港祭に因ん

だオリジナルアニメーションが最終日の夜空を彩った。500 機のドローンには、LED ライ

トが装備されていて、ドローンは自動飛行するようプログラミング、パソコン 1 台で操作

されたとある。会場では、30 万人の観客が花火とはまた違った夜空のショーを楽しんだと

の報道。出来れば 4 本マストの帆船日本丸を描いて欲しいものだが、それには 1000 機以

上のドローンが必要になるのだろうか。（写真はネットで拾った！）   <ＭＭ生> 

一言・一句・ぼやき・何でもコーナー 
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＊＊＊＊新聞で見つけた記事 

 その１．ファン・セバスチャン・ド・エルカルノ 

新聞に帆船の名前は記されてい

ないが、スペインのファン・セバス

チャン・ド・エルカルノであろう。 

1927 年に進水したエルカルノは、全

長 113m3,754t スペイン海軍の練習

船であり、何回か来日している。こ

の船の名前は 1519 年～1522 年、マ

ゼラン率いる艦隊が史上初の世界

周航を達成した際に、途中非業の死

を遂げたマゼランの指揮を引き継

ぎ世界一周を成し遂げた船長の名

前に因んで命名されている。 

  2021 年は 500 年前の大航海を記念して世界一周、マゼラン最後の地であるフィリピン、

セブ島にも寄港している。マゼラン艦隊は旗艦トリニダード号（110ｔ）はじめ 5 隻に約

270 人が乗り組んで出発、艱難辛苦の挙句最後はビクトリア号（85t）１隻となり、生き

残って母港に帰れた乗組員は僅か 18 人だった。その中にピガフェッタという記録員がい

たため、この航海記録の学術的・歴史的価値が一層高まったと言える。 

 <武藤義哉氏は、東京出身 1983 年東大法卒：防衛庁入庁、内閣官房国家安全保障局内閣審議官、防衛大

学副校長、財務省名古屋税関長等を歴任、2019 年に退官。「心の花」に所属する歌人。 

 

その２．帆船日本丸「新美の巨人たち」で放映                      

この記事は 2022 年 6 月 26 日讀賣新聞朝刊で見つけたもの。「新美の巨人たち」は 6 月

11 日 BS テレビ東京でも放映された。 

番組の紹介には<横浜・みなとみらいに保存

されている重要文化財『帆船日本丸』。1930 年

から 1984 年まで、約 1 万 1500 人もの船乗り

の卵を育てた練習船です。実習生たちは 6 か

月間、日本丸で寝食を共にしながら訓練に励

みました。大海原を進む姿は「太平洋の白鳥」

と謡われた程の美しさ。引退後、「ぜひ我が街

へ」と 10 の都市が名乗りを挙げます。一体、

なぜ横浜が選ばれたのか？いまなお「生きた

船」として維持されている日本丸の「帆船の

美」に要潤さんが迫ります>とあった。 
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その３．帆船日本丸の景色がクイズに！ 

昨年 2021 年 11 月 13 日（土）

の讀賣新聞に載ったみなとみ

らいの絵を題材にしたクイズ・

「間違い探し」。 

新聞や雑誌などを開いて、思

わぬ場所で日本丸に関する楽

しい記事を見つけると嬉しい

ものだ。 

 

 

 

 

 

 

 

その４．新入り展帆ボランティアは高校 1 年女子（帆船海王丸・富山県射水市） 

  高齢化、人出不足、仲間を増やしたい・・海王丸の帆を張る「総帆展帆」のボランテ

ィアに呉羽高校 1 年の柏（かしわ）千晶さん（15）が 2 日間の養成訓練を終え登録さ

れ、展帆作業に加わった。海王丸の総帆展帆は新型コロナの影響で 2 年半休止され、今

年 4 月に再開されたもの。展帆ボランティアの平均年齢は 30 年前の 45 歳から、現在

は 65 歳ほどに上がった。財団では若者の参加人数を増やそうと、2004 年に対象年齢を

20 歳以上から 15 歳以上に引き下げた。これまで、10 代のボランティアは富山高専商

船学科の男子生徒（17）一人のみだっただけに関係者も今回の女子高生の加入が若手増

員のきっかけになればと期待を寄せている。（北國新聞記事 8 月 30 日から抜粋） 

  なお、帆船日本丸記念財団では、展帆ボランティアの応募対象を「原則 18 歳から

60 歳未満の健康な方」としている。             ＜新聞ウォッチャー＞ 

 

                                         

＊＊＊＊ハイテク帆船の建造、帆船時代の再来！ 

8 月の乗り物ニュースに＜商船三井が、風力を船の推進力として活用する硬翼帆（こう

よくほ）式風力推進装置「ウィンドチャレンジャー」を搭載する貨物船の建造計画を大島

造船所（長崎県西海市）と締結した>とあった。ウィンドチャレンジャーの搭載は、今年

10 月に竣工予定のばら積み船に続き 2 隻目だという。ウィンドチャレンジャーは、伸縮可

能な帆（硬翼帆）によって、風力エネルギーを推進力に変換する装置。これを搭載するこ

とで航行燃料の削減が可能となるため、帆 1 本あたり約５～８％の GHG（温室効果ガ
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ス）排出効果が見込める。さらに本船には、風力を

活用した円筒帆と訳される推進補助装置「ローター

セイル」も合わせて搭載する可能性も計画している

とある。このローターセイルは英国製でウィンドチ

ャレンジャーと併用した場合、平均２０％の GHG

削減効果が見込まれるという。尚、この船の竣工予

定は 2024 年とあった。又別のニュースでは、この

巨大な硬翼帆を搭載した東北電力向け専用船が

2022 年秋に竣工予定だとあり、商船三井ではばら

積み船のほか、タンカーや LNG 船など様々なサイ

ズの船に搭載を検討しているとあった。甲板に巨大な円筒を連ねた「ローターセイル」搭

載船の建造計画は世界中で進んでいるという。それは、巨大な貨物船をエコにするため、

今から 100 年程前に発明された技術。原理は、ボールを投げたり蹴ったりする時に、ボー

ルに強い回転を加えると、その回転方向に引っ張られ、一種の揚力が働く。その力は「マ

グヌス効果」と呼ばれているが、それを船の推進力に用いるというもの。ハイテクではあ

るが、風を利用した一種の帆船には違いないから、帆船時代の再来と言えよう！ 

                         ＜昔の帆船しか知らない男＞ 

 

＊＊＊＊初物の値段と八丁櫓船 

 昔から「初物は縁起が良く、食べると寿命が 75 日延びる」等と言われて来ている。しか

し、何でも初物は値段が高い。初物の話題のトップは、新年早々の築地市場（今は豊洲市場）

マグロの初競り、今までの最高額は 2019 年 3 億 3360 万円（キロ 120 万円）、翌年も 1 億

9320 万円（キロ 70 万円）の高値だった。ところが、2021 年は新型コロナ感染拡大による

外食需要低迷もあり、2084 万円にとどまり、今年 2022 年は昨年より 396 万円下回り、1688

万円（キロ 8 万円）で落札された。いずれも青森大間産であった。寿司ネタとして使えるの

は全体の 6 割りとのことだが、一貫に使うネタは回転寿司で 8.5g 程度、一般の寿司屋は 10g

～15g だそうだ。初競りのご祝儀相場は下がったが、魚の値段は全般的に高くなり、美味い

寿司は益々庶民の口に入らなくなって来た。 

諸々の初物の競り値が毎年報道される。今年夕張メロン初競りは 5 月 26 日札幌市場で 2

玉 300 万円であった。6 月 13 日「でんすけすいか」の初競は旭川で１玉 60 万円、札幌で

は 50 万円だった。又、7 月 14 日北海道で今シーズン初めて水揚げされたサンマは 1 匹 1

万円。7 月 15 日金沢市場では、高級ブドウ「ルビーロマン」初競り 1 房 150 万円・・まだ

まだある。岐阜県産の柿「天下富舞」は昨年 10 月末の初競り、2 個 92 万 8800 円だったと

いうし、2019 年松葉ガニの初競りでは最高品質ブランド「五輝星（いつきぼし）」が、500

万円で落札され、最も高価なカニとしてギネス世界記録に認定されたともあった。 

 初夢に見ると縁起が良い物の諺に「一富士二鷹三茄子」がある。一般に流布したのは江戸

中期というから古い。その謂れには諸説あるが、駿河（静岡県中部）の名物を順にあげた説

 

ウィンドチャレンジャーとローター 

セイル搭載の貨物船イメージ（商船三井） 

https://trafficnews.jp/post/121330/image/220810_wind_01_1
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が最も有力とのこと。富士は勿論富士山、鷹とは愛鷹（あしたか）山のこと、そして茄子は 

野菜のナスである。ナスは家康の大好物で、初物は現在の価値換算 10 万円もしたという。 

初物といえば、江戸っ子は「初鰹は女房を質に入れても喰え」と粋がったという。川柳に

「俎板に小判一枚初鰹」というのがあるし、1812 年歌舞伎役者の中村歌右衛門が初鰹 1 本

に 3 両（現在の価値換算で約 20 万円）を払ったという逸話が残っている。氷や冷蔵設備が

なかった時代、落ちの早い鰹を釣り上げた後、新鮮なうちに市場に届けるための専用高速船

「押送船（おしおくりぶね）」が活躍していた。船首の尖った細長い和船で七丁櫓、少なく

とも 7 人以上の漕ぎ手で荒波を乗り越えて一分でも早く江戸の台所に運んだのだから、値

段が高かったのは当然である。徳川幕府は軍事上の理由から櫓は７丁までと規制したのだ

が、家康地元の焼津に限っては８丁櫓を認めていたという。グルメの家康は、生きのよい魚

の味が分かっていたのだろうが、何とも身勝手な決まりであったことか。  

 鰹の漁獲量はここ 10 年程年々減少傾向だったが昨年に引き続き今年は豊漁、生鮮鰹水揚

げ 25 年連続日本一の気仙沼港では水揚げが前年の 6 倍、価格は 3 割程安かったという。ス

ーパーでも脂乗りの良い大型サイズの柵売りが大分安価だったようだ。お陰で、我が家でも

女房を質入れすることなく、鰹が度々食卓に出た。近年は初物食いで長生きせずとも、既に

十分長寿。法外な値段の初物より、旬・盛りの物を喰う方が得だと、物価高の昨今、多くの

庶民が思っているに違いない。               ＜初物より旬の肴で一杯＞ 

 

 

 

＊＊＊＊スターツロード・レムクル号横浜寄港（9 月 12 日～15 日） 

 1914 年に建造された全長 98m、1,516ｔ、3 本マストの練習帆船が世界一周航海の途中

横浜に寄港、9 月 13 日ノルウェー大使館主催のオープンシップが行われた。事前予約制の

限定された人数であったが、当会会員 16 名が参加、また「帆船日本丸を愛する男声合唱

団」の会員も 10 数名訪れて、見学途中デッキ上で急遽「ソーラン節」を披露する一幕が

あった。日本丸合唱団は海外遠征でベルゲン帆船音楽祭に参加し、その際レムクル号のデ

ッキ上でも演奏を行って大喝采を受けたことがあり、その時の出会いから合唱団のグルー

プは再会した元乗組員（現在財団 CEO）から特別に説明を受けていた。（ベルゲン帆船音

楽祭の様子は、本会誌第 4 号(2014 年発行)の木村正次会員の寄稿文を参照。） 

 レムクル号は 2021 年 8 月にノルウェーを出港、2023 年 4 月の航海終了までに世界 36

港を訪問、55,000 浬（約 10 万㎞地球 2 周半分）の大航海の途中である。この航海は、 

2021～2030 年の「持続可能な開発のための国連海洋科学の 10 年」に際し、「海洋が果た

す重要な役割を伝えるため」であり、各港で科学者や若者、各界リーダーと交流し、海

洋・極地研究の成果を報告、科学や教育、技術に関する国際連携を呼びかけているとあっ

た。 

特 集 
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 1930 年建造の我らが帆船日本丸よりは一回り小型だが、建造以来この 1 世紀の間に船

籍・船名も変わるという波乱万丈な経歴を持ち、今年 108 歳になって今なお現役世界一周

中の練習帆船、無風時には HSG（ハイブリッドシャフトジェネレーター）からの電気推進

で約 7 ノットの推進力を持つ、最新技術を装備した船でもある。オープンシップでは、学

術的なプレゼンが主で、帆船そのものの説明が殆どなかったのが残念だった。レムクル号

の航海はまだまだ続いている。ミッションを果たして、無事母港への帰還を祈る。 

Bon Voyage！ 

    

＊＊＊＊Statsraad Lehmkuhl の諸元 

船の種類: Barque 型、練習船 

建造: 1914 年 1 月 14 日：Johann.C. Tecklenborg AG at Bremerhaven 

所有者: The Statsraad Lehmkuhl Foundation 

以前の名前: Grossherzog Friedrich August (1914-1923)、Westwärts (1940-1945) 

長さ: 98 メートル 

ビーム:12.6 メートル 

喫水: 5.2 メートル 

マストの高さ: 48 メートル 

最高速度: メインエンジン使用 11 ノット 

帆の下: 18.5 ノット   

HSG（Hybrid Shaft Generator）からの電気推進：約 7 ノット 

キャンバス: 22 帆 

帆面積 2,026 m² 

メインエンジン 1,125 HK、6 cyl.ベルゲン ディーゼル 

トン数 1,516 

乗組員: 20 (正社員) 

追加乗組員: 10 (見習い/ボランティア)、 セーリング訓練生：最大 150 

 

 

＊＊＊＊航海中の写真：（大使館広報資料より） 
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＊＊＊＊ようこそ、横浜へ！・・・入港そして接岸 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

海保巡視船「あきつしま＊」6500ｔの横を通り                        

9 号岸壁へ：＊2013 年就航・15 年天皇・皇后 

パラオ行幸啓時宿泊された船・ヘリ 2 機搭載。 

  

横浜ベイブリッジを潜ってハンマーヘッドへ。 

マストの高さは 48m、橋を潜れる船の高さは、

海面上約 55m で、十分余裕あり。 

  

横浜新港ふ頭客船ターミナル（右の建物）     この日のスカイダック（水陸両用観光バス） 

 中央がハンマーヘッド、左端 9 号岸壁に停泊。    の乗客は日本丸と比較して見たことだろう。 

＜撮影：船上カメラマン＞ 

ゆっくりと時間をかけて入港してくる美し

い姿は、とても 108 歳には思えない。 

タグボートは付かず、バウスラスター使用 

ゆっくりと、慎重に自力で接岸した。 
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＊＊＊＊オープンシップ（9 月 13 日） 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜撮影：船上カメラマン＞ 
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＊＊＊＊ガイドの会メンバー見学感想（要旨・概要） 

＊しゃれた小型帆船でした。世界最高齢の貴婦人の来日にしては、日本での官民の対応が冷

たく感じた。世界の Port of Yokohama らしい歓迎をしてほしかった。（K) 

 

＊船齢 100 年以上の船がマゼラン海峡を通過して世界一周するとの事で、船体はリニ 

ューアルして溶接構造になっていると想像していたが、リベット部が多いので感心 

した。                                （F） 

 

＊帆船を多く建造したドイツ製ですっきりとした端麗な姿である。デッキに上がってギア

類（ロープなど）を見ると太さが余り変らない。ギアはブロックを通すこと無く、直接に

ビレイ・ピンに繋止しているものが多かった。強風下での操帆作業は大変であるが、ブロ

ックの整備（分解や注油など）時間や費用が節約できると思われる。ヨーロッパ人と体格

の大きさの違いかと思われる。 

リギンやシュラウドなどの靜索の作りが、日本丸と同様でワイヤーのシージングやサー

ビング、エンドキャップが施されていた。また、ヘビー・ブレース（下方 3 本）は、サイ

ドの頑丈なピンレイル(ハンドレイル)に縦列に取付けたブロックを介してビレイ・ピンに

導いていた。潮差の大きい港に係留中、バンプキンをサイドに引きつけ、大型のフェンダ

ー(防舷物)を使用して舷側を保護したが、SL 号ではその必要は無いようである。 

  船首の錨は、デッキ上に上げることなく、船側に引きつけてフックで繋止ししている。

アンカー・ベッドは設置されていない。（錨収納・降下作業は、日本丸では揺れる船上で

水面近くにある錨のバランス・リングにデッキ上からフックを掛けるのはかなりの熟練

と偶然？が必要であった。） 

 

今回の船上見学では、地球環境に対する研究などに重点が置かれているようで、帆走中

の充電力を利用するハイブリッド・エンジンや操帆関連の説明には重点が置かれておら

ず、帆装・操帆についてゆっくり説明を聞けなかったのが些か残念であったが、オーソド

   
メインエンジン       パワーSYS 概要説明図        バッテリールーム 

                ＜撮影：J＞ 
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ックスな帆船を見学できて良かった。                     （M） 

 

＊特別に機関室を見学出来た。入る前に防音ヘッドホーンの装着を促された事と、狭いコン

トロールルームで案内してくれた 1st Engineer にテレグラフは何処と尋ねたら、あっさ

り「already gone」との答えが返って来たのが印象的だった。 

（デッキのホィール脇にはテレグラフがあった。飾りに残してあるらしい。）  (J) 

 

＊日本丸の Time bell や Bow lighthouse はボランティアのおかげでピカピカだけど、この

船のは緑錆に覆われていた。でもまあそれなりに風格があることにしましょう。 （T） 

 

＊ハンマーヘッドクレーンのある新港ふ頭は、昭和 40 年代には荷役のクレーンの音、港湾

労働者の声、赤レンガ倉庫に搬入・搬出する車両の行き交う音など喧騒に包まれた埠頭で

あったが、現在はその面影は全くなく、新装となった客船岸壁に帆船 STATSRAAD 

LEHMKUHL は静かに停泊をしていた。 

ターミナルのデッキで中年の男性との立ち話の中で、娘さんがノルウェー先月交換留学

生として出発したようで、乗船見学の予約が取れず、「キャンセル待ちなどあるのでしょ

うか」とあきらめきれない様子であった。 造船技師の仕事の関係でノルウェーには、以

前に出張した様子であったが、帆船を見ながら出かけたばかりの娘さんに思いをはせて

いたのかもしれない。 

 

今回は残念ながら航海船橋や居室等は見学できなかったが、YouTube を見ると後部デ

ッキハウス内にはレーダーやチャートなどの航海機器、用具などがあり、ここが航海船橋

と思われた。 舵輪周辺には、ボイスチューブ、エンジンコントローラー、レーダー表示

端末装置、Sperry 製のジャイロコンパスが備えられ、また、磁気コンパスの修正軟鉄球の

色が右舷と左舷で緑と赤に彩られ、船体はリベット止めや溶接がいり交じっていた。 

Titanic の悲惨な事故の 2 年後、ドイツで建造されたこの船は、くしくも第 1 次世界大戦

勃発の年でそれ以来、1 世紀以上にもおよぶ歳月をへて初めて日本に寄港したものたが、

この時代の帆船らしく長い歴史を語るそのものであった。 

 

「大きなお世話だ！」と言われるかもしれないが、入港時の自衛隊音楽隊の演奏など

聞く機会が少ないだけに、大さん橋埠頭に着岸していれば送迎デッキからまじかに見、

聞き、さらに山下公園からもその遠望ができ、乗船しないにしても賑わいが更に呈した

ものと思われた。 出帆時、音楽隊の演奏はなかったが「錨をあげて」等の演奏を聞き

たかったのは私だけだろうか？ 

そういえばＡ港の管理組合は、訪れた練習船など岸壁料を無料にし、水先人が乗船し

た場合でも、水先人会は水先料金を寄付という形で、無料にすることがあったが、今回
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はどうだったか・・・。 宣伝が少ないためか、入港時の YouTube を見ても大型ヨッ

トが一隻すれ違ったのとクルーザーボート一隻が帆船の周りにいただけで、歓迎する放

水船や小型ヨット、クルーザーの類の歓迎もなく、海国といえ関心が高いとは思えなか

ったのが残念であった。 また、帆船日本丸との同時展帆や交流など「海洋が果たす重

要な役割を伝えるため」や「科学者や若者、各界リーダーとの交流」のスローガンとは

かけ離れているかもしれないが、素人が一期一会の心で接する機会があっても良かった

のではないか。 

横浜出帆以来台風 14 号の影響を心配していたが、9 月 22 日朝の情報によれば、奄美

大島の東を 4.5kts の速度で那覇に向かって航海をしていた。 ご安航を祈ります。（F） 

 

＊日本丸より 16 年年配の同船について、歴史的な海洋民族のノルウェー国がいかに、帆船

を大事にしてきたか、そして帆船の保存状況を知りたく、訪船した。 

108 歳の帆船といえども、船殻、帆装艤装に大金をつぎ込んだことで、誠に見事に改装

されておりデッキ上の艤装がそれを物語っていて、ノルウェー国家の威信をそこかしこ

に実感した。そんな船を目の前にして、改装を終えた日本丸もこれに負けず現役を維持し

てほしいものと強く思うと同時に、やれば出来る、この船が見本だと嬉しい思いを抱きつ

つ、見学できた。 

 

ノルウェー帆船といえば、クリスチアン・ラデイックが、その雄姿と優れた帆走性能で

世界の中でも、名を馳せた帆船といわれている。1938 年建造、第二次大戦中の数奇な運

命を乗り越え、1963 年に近代化へと大工事を行い、三本マストのシップ型帆船として復

活､ノルウェー青少年の海洋訓練船として活躍して

きている。1976 年のアメリカ建国 200 年祭では日

本丸と共に帆船パレードに参加した。日本丸同様青

少年の海洋訓練に、ノルウェー首都のオスロを船籍

港として､今も活躍中と同国関係者から伺ってい

る。 

スターツロード・レクレムがバーク型、クリス

チアン・ラデイックがシップ型と帆装形式は違っ

てもノルウー国の帆船建造の歴史をも感じさせて

くれると同時に、クリスチアン・ラデイックは日

本丸より 8 年若いが、身近な同窓生のように思

え、お互いに活躍を祈るばかりである。そして、

今回 1 年 8 カ月に及ぶ世界一周航海の途次横浜に

寄港してくれたスターツロード・レクレムの御安航を祈る次第だ。     （O） 

 

 クリスチャン・ラディック 696G/T 

世界の帆船物語・中村康夫著・新潮社 
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＊＊＊＊2021 年 12 月 13 日：情報交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
          参加者全員集合の記念写真 

  村田船長から近況報告           財団青木理事長からユニフォームの貸与 

     安田代表幹事開会挨拶          本船第一教室での会合 

写真に見るトピックス

巣 
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＊＊＊＊2022 年 5 月 9 日：定期総会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊＊定期総会の議事録等については、本誌 P70 事務局報告参照 

 

 

 

  

 

  

 

財団青木理事長よりご挨拶を頂く        久しぶりに会議室にて実施 

 代表幹事・副代表幹事・財団の方々    安田前代表幹事より功労者表彰を受ける東会員 

 功労者表彰受賞の岸本会員         安田会員の功労者表彰は大西新代表幹事授与 
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＊＊＊＊帆船日本丸を愛する男声合唱団定期演奏会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当会の木村正次会員が所属する日本丸合唱団の第 26 回定期演奏会が、5 月 1 日泉公会堂で開催され、 

シ―シャンティ―や海にまつわる歌を披露、満員の聴衆を魅了した。 

 

＊＊＊＊海の日：2022 年 7 月 18 日・満船飾と登檣礼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 今年の海の日は満船飾の下、登檣礼が実施された。（総帆展帆は前日に実施） 
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Ⅰ 第１４回「帆船日本丸ガイドの会」総会開催 

COVID‑19 の影響で総会決議事項を書面表決してきたが、会則に関する臨時措置により、

決議した事項を総会により承認した。（議事次第 ４項）。なお。臨時措置の有効期限を 3 月

の役員会（Zoom ミーティング）にて 2022 年度の定期総会まで延長した。 

＜配布資料＞ 

・2021年度 活動報告      （資料１） 

・2021年度 会計報告書 および 監査報告書    （資料２） 

・2022年度 活動計画(案) と 予算書（案）    （資料３、４） 

・役員名簿（2020年年 5月総会（継続を書面表決＋候補者記入）  （資料５） 

・会則改正（案）       （資料６） 

・会誌第１２号編集方針      （資料７） 

・会誌第１１号の配布実績      （資料８） 

・会員名簿（2022年 4月 1日現在）     （資料９） 

以上 

事務局報告 

第１４回「帆船日本丸ガイドの会」総会の議事次第 
 
１．開 催 日 時：２０２２年５月９日（月）１４：００～１６：３０ 

２．場   所 ：訓練センター第１＆２教室 

３．功労者の表彰 

対象者：ガイド歴 10年、年齢 85才超（令和 4年 3月 31日現在） 

東 義明(85)、岸本 宗久(85)、安田 岩男(85) 

４．書面表決した決議事項の承認. 

５．予 定 議 案： 

第１号議案  令和３年度 活動報告について   （総会資料１） 

第２号議案  令和３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４年度 活動計画(案)ついて   （総会資料３） 

第４号議案  令和４年度 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） 

第６号議案  会則改正（案）について    （総会資料６） 

第７号議案  会誌第１２号の発行について   （総会資料７） 

その他 

６．報告事項 

(1) 会員の動静 （2021年４月１日～2022年 3月 31日） （資料８ご参照） 

入 会 者  : ２名---世登 順三、坂元 良一（再入会） 

退 会 者  : ３名---高橋 美次(体調)、猪森 正武(体調)、江森 健二(体調)、 

休 会 者  : １名---井上 喜三郎（体調） 

継続休会者 : ５名---奥田 浩一郎、森 巌、香月 誠司、栗原 景太郎、新福 良行 

(2) 研修会 

2021年 5月 17日に予定していたが、新型コロナウイルス感染予防のため中止した。 

(3) 情報交換会（概略は活動報告、詳細は情報交換会報告（12月 28日メール配信）ご参照） 

2021年 12月 13日(月)13：30～本船第一教室 参加者 28名 

ガイド再開した時の財団対応（財政事情についての説明） 

・昼食の提供と貸与品の一部支給（アポロキャップ）を休止することになった。 

・ガイドユニフォーム（ベストタイプ）は、財団が貸与する。（新規約に基づく） 

(4) Zoom役員会 

2021年 5月 6日（木）、2021年 11月 12日（金）、2022年 1月 31日（月）、2022年 3月 27日（日） 

(5) 日本丸は、2021年度は平常時のスケジュールで通期公開した。（約 280日） 

博物館は 2021年 6月から改修工事に入り休館している。 

(6) ガイド活動は新型コロナウイルス拡散防止対策で、2020年 6月から活動休止となった。 

(7) 海洋会横浜支部殿からボランティア活動支援として,アポロキャップ 10個を頂いた。 

・新加入者に支給し、経年劣化品の交換も使用する。 
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第 14 回「帆船日本丸ガイドの会」総会議事抄録 

 

入室前に検温、手指の消毒実施した。 

総会開催に先立ち、財団から現状説明がなされた。13:30～14:10 （5 月 28 日送信済み） 

 

１．開催日時：令和 4 年 5 月 9 日（月）14:10～15:40 

２．場  所：日本丸訓練センター第 1・2 会議室 

（議事次第に従い） 

３．功労者の表彰 

ガイド歴 10 年、年齢 85 才超（令和 4 年 3 月 31 日現在）の３名を表彰した。 

東 義明氏、岸本 宗久氏、安田 岩男氏 

感謝状と記念菓子贈呈：安田代表幹事から東氏と岸本氏に、安田氏へは後刻、役員改選で選出された

大西新代表幹事から贈呈した。 

４．書面表決した決議事項の承認。（臨時処置で暫定決議した事項を総会で承認） 

５．議 事：大西副代表幹事を議長に選任。事務局による出席会員確認２９名 総会成立） 

各議案につき、配布資料を基に事務局長から説明後質疑に入り、満場一致で可決された。 

議案は議事次第通り―７議案 

なお、第５号議案成立後、安田元代表幹事より 6 年間にわたるガイドの会活動総括と会員各位の尽力・

協力への感謝の意が表明された。又、大西新代表幹事より、就任への決意表明があった。 

 

６．報告事項 配布議事次第にて説明 

・会誌の発行部数の削減検討（会誌第１１号の配布実績を基にして収支バランス

の改善）の発言があり、赤字縮小対策を検討する事とした。 

・４月に入会した中尾 雅晴氏の紹介と挨拶があった。 

・昨年１２月、体調優れずに退会した江森様からのプレゼント本の紹介と配布 

「日本海運のコンテナ５０年史」著者：吉田泰治氏 

総会に参加出来なかった方の分は保管した。 

・新加入者５名、他３名にアポロキャップを手渡した。 

退出前に指導課員と共に机の消毒を実施した。 

15:40 流れ解散後 有志による顔合せと懇親の場が設けられた。 
 

＜配布資料＞ 議事次第通り                  以上 

Ⅱ 会則の改正 

コロナ COVID-19 の影響で、通常の総会が開催できなかった為、総会の開催要件に書面

表決を加え、書面方式により回答した者を出席者とした。 

現行会則（2016 年 8 月 20 更新）第 12 条＜総会＞ 1 項に通常の総会が開けないと役員

全員が認めた場合は、書面表決方式（電子メールあるいはファクシミリを含む）で総会を開

催できる。 

を加え、4 項に書面表決による総会の出席者の扱いは、開催時に登録がある会員による書

面方式により回答した者を出席とする。 

を加えた。 



27 

 

Ⅲ 役員会（Zoom ミーティング）の議事抄録 

 

2021年 11月 15日 

幹事会（Zoom ミーティング）の議事抄録 

 

11月 12日（金）14:00～16:00 （40分ｘ2.5回） 

参加者（７名――安田・相川・大西・望月・古瀬・角田・古市） 

 

安田代表幹事より、 

本日の審議事項は 12 月 13 日に開く情報交換会のプログラム、情報、報告事項等の内容を事務局の進行メモを基にし

て打合せるとの挨拶で始めた。 

 

ミーテイング項目 

①  村田船長からの「アポロキャップ貸与見送りに関する」依頼文（案）の扱いを審議。  

②  情報交換会のプログラム（案）の検討。 

13:00～13:30受付、13:30開催 ＠本船教室 

  代表挨拶→財団からの情報と説明を伺う→会員同士の意見(情報)交換→船内巡検→15:30下船 

① 事務局からの具申と報告。 

② 村田船長に説明依頼する事項を検討。 

③ 懇親会の有無・ 

 

ミーテイング要約 

① 村田船長からの依頼文は必要とせず、当日に理由の説明をしてもらう。 

昼食の提供中止にも言及するよう依頼する。 

② 事務局のプログラム（案）を財団と擦り合わせる。 

受付時：会誌 11号の配布、追加注文分の販売、年会費の集金を行う。 

③事務局からの具申と報告 

・総会の召集が危ぶまれる時の処置を会則に加える件 

→来年の定期総会に諮る。 

・新加入者への帽子支給（４名＋未支給 1名）をどうするか？ 販売価格（\3,928 税込） 

→「ガイドの会」が購入して配布する案を交換会に諮る。 

（海洋福祉協会からの寄付金は一般会計の繰入れ済） 

→ボランテイア活動支援をしている海洋会にも支援要請する。 

・会誌 11号に掲載する「活動実施要領」を財団保管の文面に差替えて不具合を生じるか？ 

→文言の変更（表現）箇所は在るが、財団と交わした覚書に影響しないと判断できる。 

・名刺の更新（（現用の名刺は、財団の職員だと誤解される等の要望） 

→財団名に替えて「帆船日本丸ガイドの会」とする。 財団ロゴを使用する時は、サンプルを財団に連絡する。 

→名刺を作成する事務局の負荷が増えないようなら、連絡先を記載するか否かはガイド個人に任せる。 

・会員の動静（休会、退会、体調等） 

④ 村田船長に説明依頼する事項（ガイド再開時期の見通し、感染防止の具体策の他に） 

・ガイド実施時に使用検討しているポータブルスピーカーの現物紹介。 

・落下事故防止用のフルハーネス装備。 

・ヤードの新替え等（高額の整備・修繕工事）の状況。 

・10月 18日に撮影した総帆展帆の映像展示場所。 

⑤ 退船後の懇親会 

1 ヶ月後のコロナウイルスの感染状況は判らないので、準備は行わない。 

 

以上 
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Ⅳ 会員名簿 

（令和４年９月１日現在） 

名   前 名   前 名   前 

1 ○ 相川 康明 Ｎ 21 ＊ 田上 和丸 Ｎ 41  新福 良行 Ｎ 

2  東 義明 Ｎ 22  立石 健三 Ｎ 42  井上 喜三郎 Ｎ 

3  内田 直行 Ｎ 23 ＊ 筒井 哲 Ｎ 43  松﨑 光男 Ｎ 

4 ☆ 大河原 明徳 Ｎ 24 ◇ 角田 昌男 Ｎ     

5  大槻 和彦 Ｎ 25  中尾 雅晴 Ｅ     

6 ◎ 大西 典一 Ｎ 26  長井 武志 Ｎ 退会 高橋 美次 Ｎ 

7  片山 瑞穂 Ｒ 27  長塚 正敏 Ｎ 〃 山澤 時廣 Ｎ 

8  加山 文治 Ｎ 28  花田 兵六 Ｎ 〃 猪森 正武 Ｎ 

9 ○ 川瀬 正彦 Ｎ 29  林 作治 Ｎ 〃 江森 健二 Ｎ 

10  岸本 宗久 Ｎ 30 △ 古市 初夫 Ｅ    

11  北沢 昌永 Ｎ 31 ＠ 古瀬 文晴 Ｒ    

12 ＊ 木村 正次 Ｅ 32  宮澤 勇夫 Ｅ    

13  倉田 博次 Ｎ 33 ＊ 望月 二朗 Ｎ    

14  小暮 文悟 Ｎ 34 ☆ 安田 岩男 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 

＊---幹 事 

＠---監査役 

 

休会者    ：５名（継続） 

休会者    ：２名（１年） 

今期入会者：（再入会）１名 

今期退会者：４名（体調） 

15  斎藤 徹郎 Ｎ 35  山田 徹郎 Ｎ 

16 ＠ 坂元 良一 Ｎ 36 ＊ 米原 健一 Ｎ 

17  澤間 譲治 Ｎ 37  奥田 浩一郎 Ｎ 

18  瀬戸 明 Ｅ 38  香月 誠司 Ｎ 

19 ＊ 世登 順三 Ｎ 39  森 巌 Ｎ 

20  高石 勝 Ｎ 40  栗原 景太郎 Ｎ 

注：2019 年 12 月から船内案内活動休止中 

Ⅴ その他 

１）コロナ感染が鎮まり気味の６月、財団から感染予防対策の実施の上でガイド再開依頼

があった。 

・感染予防対策：ガイド実施は当面、予約時の要望のある団体を対象に行う。 

船内案内は行わず、午前中のみ 乗船口前にて５分間程度で説明する。 

・7 月 2 日事情確認。財団と面談(村田専務理事、大西代表、相川･川瀬 副代表、古市)。 

・7 月中旬以降にガイド再開を見込み、ガイド可能日を調査して配置表作成中に感染拡大

（第 7 波）により中止となった。 

２）博物館リニューアル内覧会（5 月 21 日 10:00～12:00）参加者 16 名。     

                            事務局長 古市 初夫 
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 会員各位と関係者のご協力のお陰で、会誌第 12 号の編集を無事終

えることが出来た。冊子の編集など全く素人の私が編集長に任命さ

れ、創刊号以来今号まで何とかやって来られたのは、PC というツー

ルがあってのこと。また時々ご機嫌を損ねるその PC を調整してくれ

る我が家の IT 担当大臣、冊子の発刊手続きや予算担当の古市事務局

長、更には冊子細部にわたる校正を引き受けてくれている古瀬監査役

に負う所大であることを報告すると共に、ここに感謝申し上げる次第。 

前号の編集から瞬く間に 1 年が過ぎた。その間に日本の政界は菅義偉総理から第 100 代

の岸田文雄総理へ交代（2021 年 10 月）したが、新政権を待っていたのは、コロナ感染第 7

波の大波、1 弗 150 円の円安、安倍元首相凶弾に倒れるという時代錯誤的事件とそれを発端

とした旧統一教会と政治家問題、コロナ禍に負けず成功裡に終了した筈の五輪・パラの汚職、

更にはインフレ加速、物価高にあえぐ国民の不満等である。国外では、昨年暮れ在任 16 年

のドイツ女性首相メルケル氏が退任、ショルツ氏に交代した。それを待っていたかのように

ロシアプーチン大統領がウクライナ侵攻に踏み切り（2 月 24 日）、いつ終わるとも知れない

泥沼の戦いが続き尊い命が損なわれ、エネルギー問題初め世界経済に長期的な悪影響を及

ぼし、中国を益々増長させている。英国では 9 月にジョンソン首相が退任、トラス氏が 3 人

目の女性首相として就任したが僅か 50 日で辞任、元財務相のスナク氏が首相を引き継いだ。

その間に、在位 70 年のエリザベス女王が 96 歳の天寿を全うされ、荘厳な葬儀が実施され

た。一方、地球という星に目を向けてみると、一段と温暖化が進み世界各地で異常気象が頻

発、大洪水、熱波・猛暑の襲来、山火事・旱魃など大災害が起きている昨今である。   

さて、当会会員による帆船日本丸の船内案内は、コロナウイルス感染防止のため昨年に引

き続きこの 1 年間休止だった。只、船の一般公開は再会されており、埼玉在住の同期（E）

が「山歩会 18 人で横浜港散策の際、帆船日本丸を見学したいので案内を」と個人的に頼ま

れ、この夏非公式ではあるが、ガイドを実施した。彼らを待つ間に乗船して来た小学生連れ

の家族に船や海の話をすると大変喜ばれた。私自身、久しぶりにガイドとしての遣り甲斐を

感じると同時に一日も早いガイド活動再開を願う気持ちを強くしたのであった。 

 ところで 12 号の１２という数字は、10 進法の世の中にあって堂々とその地位を保って

いるから不思議だ。1 年は 12 カ月、1 日の 24 時間は時計 1 周の 12 時間ｘ2 であり、1 時間

は 60 分（12x5）、1 分は 60 秒（12x5）と 12 がベースである。干支は 12 支、ギリシャ神話

に出て来るオリンポス山に住む神も 12 神等々、探せば幾らも出て来る。その昔バビロニア

人は、太陽が地平線に顔を出し始めてから完全に姿を現すまでの時間約 2 分を基本単位と

して、720（12x60）個分で一昼夜が経過することに気づいていた。また月の満ち欠けが約

30 日で繰り返され、12 回で再び同じ季節が巡ってくることを知っていたという。このよう

に、１２は、太古の昔より馴染んで来た数であり、ある意味区切りの数字である。 

本会誌の編集も、１２号で区切りをつけて代替わりとすべきか、あるいはこれ迄通りの陣

容で継続すべきか、この機会に会員各位の判断を仰ぎたい。    編集長 角田 昌男 

編集後記 

 

フクロウは知恵の神の使

い。福老・不苦労にあやか

りたい！（趣味：鳥撮） 
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発行責任者： 帆船日本丸ガイドの会 

          代表幹事 大西 典一 

 

 

 

 


