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中国支部第 3 回海事講演会

「船長、子供達へ海と船を語る」
と 無料クルージング招待
中国支部長
平成26年₇月13日（日）、第₃回海事講演会を

石津 則昭（東船大 N26）

てさかんな質疑応答が行われました。

行いました。実施場所は、昨年に引き続きボート

無料クルージング招待

パーク広島（広島市中区南吉島₁－₁）です。中

14：30 ～ 15：30「シークイン」（総トン数19トン、

国支部は高齢化により会員の絶対数が減少してい

船員₂名、旅客30名定員）で広島港を一周し、航

ます。また、以前から現役世代の海洋会活動参加

路標識、灯台、検疫錨地に停泊している外航貨物

者が少ないため、長期的に支部の存続が危うい立

船、カキ筏、マツダ車を輸出する自動車運搬船、

場におかれています。そこで、海洋会の定款目的

港湾施設等を海上から見学しました。小学校₄年

に沿った活動（本講演会等）を実施することで中

～ ₆年生の子供たち25人とその保護者の総勢50

国支部を活性化させ、支部の存続を図ろうとして

名が参加しました。今年度は、子供たちのみ乗船

います。

し、クルージングを₁回行いました。おかげさま

イベント

で事故もなく安全にイベントが終了しました。旅
客船の提供は、大河フィッシングでした。

「船長、子供たちに海と船を語る」
13：00 ～ 14：30日本船長協会常務理事大森彰船

広島市教育委員会、海洋会中国支部、船長協会

長のパワーポイントによる説明につづき、ＤＶＤ

が主催者、ボートパーク広島、大河フィッシング

「海と船」を上映しました。船のことや海につい

が共催者です。西川ゴム工業からは協賛品を提供
していただきました。関
係各団体に感謝する次第
です。
ボートパーク広島
広島県の港湾課が、広
島市を流れる太田川に不
法係留されていた多数の
プレジャーボートを収容
させる目的で、民間に整
備させた保管施設です。
約1,000隻 を 超 え る 収 容
可能スペースがあり、管
理棟には会議室やレスト
ラン、ボートの修理工場
等が設置されています。

子供たちと大森船長
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子供たちへの参加者募集活動について
募集活動として、申込案内のチラシを10,000枚
作成しました。広島市教育委員会による学校向け

み（親御さんを含めて96人）がありました。この
数字をみて、私は内心「成功」と考えていました。
しかし、実際に参加した子供は25名でした。
「失
敗」でした。

配送システムを通して小学校にチラシを配送しま

10,000枚のチラシを刷り、広島市教育委員会の

した。チラシを受け取った小学校は₄年生～ ₆

後援を得て、小学校を通して9,600人の児童に配

年生の児童に対して配布します。学校配布の申込

布したことは「成功」です。しかし、私が、申し

案内を各家庭で記入していただき、ボートパーク

込んでくれた生徒の保護者に「受付案内の電話連

広島あてにFAXで申込みます。

絡」をしなかったため、保護者の半数が申込みを

チラシの学校別仕分けおよび配布作業は、海洋

拒否されたと思ったようです。ボートパークの職

会中国支部の役員で行いました。また、支部役員

員が私に代わって急きょ申込者に電話連絡をして

の発案により、初の試みとして市役所にある新聞

くれたことで原因が判明しました。私のミスと言

記者ポストにチラシを入れてもらいました。その

えましょう。
来年は、FAXで申込みをした保護者に対して

他の募集活動は行いませんでした。
チラシ効果として、ヒット率は48人÷9,600枚
＝0.5％でした。昨年の実績が、ヒット率14人÷
4,200枚＝0.3％でしたので、今年度は改善されま

「受付案内の電話連絡を行う」という作業工程を
加えることにしました。
₃．参加者25人のうち56％に該当する14名が作
文を提出してくれました。提出率が悪いと判断し

した。
また、中国新聞の記者が取材に訪れて、講演会

ています。海事講演会の終了後₂週間以内に、
「作

の翌日に、
「海運の仕事 児童親しむ」の見出しで

文提出してください」という電話を、参加者の保

紹介されました。記者ポストにチラシを入れた効

護者に行うべきであったと反省しています。
₄．チラシ案内ではクルージングの回数を₂回

果です。

としていました。今後は₁回で子供たちのみが乗

反省と対策

船するという前提で案内を行うことにします。人

１．10,000枚のチラシを学校別に仕分ける作業

数制限を50名として、
今年度並みの人数を確保する

に時間がかかりまし
た。広島市教育委員
会 か ら 小 学 校₄年
～ ₆年 生 の 在 籍 人
数データーを提供し
ていただき、学校ご
とに枚数を数えます。
この枚数を数える工
数を低減するため
に、来年度は、印刷
会社からチラシを受
け取るときに、50枚
～ 100枚単位で受け
取るようにします。
₂．当初の目標は、
60人の子供（親御さ
んを含めて120人）
を集めることにあり
ま し た。 ヒ ッ ト 率
0.5 ％ で48名 の 申 込
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ことを目標とします。人数が増えると管理不能と
なって事故を起こしかねないと判断したからです。

おわりに

₅．費用は、総額で約15万円かかりました。内

本講演会を来年度以降も継続したいと考えてい

訳は、チラシ作製費用に63,720円、クルージング

ます。しかし、いつまで継続できるか予測ができ

船のチャーター費用として32,400円、会議室使用

ません。講演会に参加したことを契機として、海

料として10,800円です。反省会を含むその他費用

事分野で職を持つ子供たちが₁人でも出現したと

で約43,080円です。

したら、望外の幸せです。

子供たちの感想文
14人の子供たちから感想文が届きました。ここでは₅人の感想文を紹介します。

船と海の大切さを知ってもらいたい、そうぼくは

海事講演会

思いました。

尾立

義樹

海事講演会では、たてを持たせてもらったり、

クルージングに行って
村田

コンテナ船の種類や、輸入のほとんどが船だとい

大河

うこと等、色々教えてもらいました。その中で
も、プールで船を上げて、運河を通ると聞いた時

こころがウズウズする。ずっとすわっておしり

はびっくりしました。「パナマ運河は変わってい

がいたいのをわすれて。講演会が終わり、いよい

るんだなあ」と思いました。それに、プールで船

よまちにまったクルージングだ。家でカメラを十

を持ち上げるなんて本当にできるのかなと思って、

分にじゅう電したりして、じゅんびしておいた。

きょうみがわいてきました。

たくさんカメラをとる気まんまんだ。

大森船長は、自動車専用コンテナ船「エメラル

ついに、船に乗り出発だ。海の上は客船やよく

ドエース」という船に乗って、日本の車を海外に

分からない船がたくさんあった。そのたびにカメ

送る仕事をしているそうですが、
「アメリカまで

ラを出し、写真をとった。後ろを振り向くと、船

行けて、6,500台もつめる船って、どんな船なん

が通ったところが波となって、ゆれていた。船に

だろう？」

しっぽが付いたみたいできれいだった。その波が

こうえん後のクルージングで見た自動車専用コ
ンテナ船も、ずい分大きかったので、きっとすご
い船にちがいないと想ぞうしました。

ずっと消えずに残っていたら、きっととてもきれ
いになるだろうと思った。
少し行くとコンテナをつんでいるのか、取って

あと、ぼくがすごいと思ったことは、船長にな

いるのかよく分からない船を見つけた。クレーン

るまで長い時間がかかることでした。三等こう海

がコンテナを持ったまま、止まっていたのだ。ぼ

しから二等こう海しになるには約３年、船長まで

くは、あのクレーンはどのくらいの重さの物をも

約９年もかかるなんて大変なんだなあ、と思いま

ちあげられるかなあと思った。

した。
ぼくはこの講演会から、船は何年たっても必要
で、なくなってはこまる。日本人の船の乗む員も
ふえていってほしい。もっとたくさんの人たちに、

と中でホテルがあった。あのホテルに行きたい
と思った。晴れの日とかはあそこで海水浴がした
いなと思った。
しばらく行くと、とてつもなく大きな船があっ
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た。自動車を運ぶ船だ。ぼくは、あんなに大きく

さい船がありさまざまだけど、どの船にもその船

て、重い船がよくうかぶなんて、すごいなあと

なりに役目を果たしているからおもしろいなーと

思った。どんどん船に車が入って行くのを見て、

思いました。来年は、中学に入るのでこのイベン

車を運転する人は、車をきずつけないように、十

トに参加できないのが残念だけれど、この体験を

分な間かくを空けているのかなあと思った。船に

通じて、船や海に興味を持ち続けて、中学生に

乗る前に車のライトをつけておき、いつ船に乗っ

なってもがんばっていきたいです。

ても回りが見わたせるようになっている工夫はい
いなあと思った。あの船の中で車が動いていると
ころも見てみたい。

クルージング
ふじ田

ぼくは、クルージングをして、海の上での決ま

ひびき

り、船の種類など色々なことを教わった。
今後、何かに生かしていきたい。

今回ぼくは、ボートパーク広島で、海事こう演
会と、クルージングに参加しました。お母さんが
船に乗れると言っていたので、どんな船に乗れる

海事講演会

だろうとたのしみにして行きました。

木村

光希

ぼくと同じくらいの年の人が集まっているのを
見て、みんなどこからきたのかなあと思いました。

７月13日は、船長の役割、船のしゅ類、巨大船
のことや船のルールなどを学びました。
エメラルドエースという大きい船は、自動車

そこでは、たくさんの写真を見せてもらいまし
た。日本の食料やたくさんの道具は、ほとんど外
国から大きな船で運ばれていることを知りました。

約6,500台を運べて、760枚の太陽パネルをつけて、

ぼくは、物がどこから来ているのか考えてみたこ

少しでも自然のエネルギーを使ってせつやくをし

ともありませんでした。

ていたのがすごかったです。巨大タンカーは、コ

船長さんの話によると、船には、いろいろな

ンピューターなどを使って少ない人数でそうじゅ

やくわりを持った人が、20人くらい乗っている

うをしていて、エンジンルームのエンジンは、自

そうです。その一番のせき任者が船長さんです。

動車の約200倍くらいあることが分かりました。

かっこ良い仕事だなあと思いました。お母さんは、

タンカーは止まる時、エンジンを止めても10キロ

「かっこいい仕事じゃねぇ。勉強頑張って、船長

メートルも進み、ブレーキで止まらないことが分

になって」と言いました。でもぼくは、いやだな

かりました。タンカーはその場で一周するのに約

あと思いました。なぜなら、せき任が重大なのは、

30分かかることも分かりました。自動車はその場

いやだからです。

を一周するのにハンドルをきれば、すぐに回れる

クルージングでは、船長さんに教えてもらった

のに、タンカーは、すごい時間がかかるんだなあ

車を運ぶ船をマツダの近くまで見にいきました。

と思いました。

クレアラインを通るときによく見る船でした。こ

講演会が終わって、船に乗った時、ルールを教
えてもらいました。船は、どこをとおるかは、自

の大きな船が外国に何台もの車を運んでいるなん
てすごいなあと思いました。

由だけど基本、右側通行だから、歩く人と同じだ

ぼくはやっぱり船の仕事も、良いかもなあと思

なーと思いました。もう一つは、ボートパークの

いました。いろいろなことを教えてくれてありが

ところは、入る船ではなくて出る船がゆうせんな

とうございました。

ことです。船のたくさんのルールが知れてうれし
かったです。
船に乗って10分～ 15分ぐらいたったときに、
とても大きな船を見つけました。マツダの自動車

ボートパーク広島に行った時
市川

八智琉

を何台も運んでいて、近くまでいくと、四角い形
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をしてて、船に数字がいくつもあって、水深を測

私は、ボートパーク広島に行って、船長さんの

るものだと分かりました。船は、大きい船や、小

話を聞きました。船は、重油で動いていて、油の
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アスファルトを100度くらいでねっしたら、ドロ

なく何だかうきうきしました。おじさんがときど

ドロになって重油ができあがる事が分かりまし

き「あれは何なにだよ」と教えてくれて説明もし

た。あと太陽光パネルで船を動かす事が出来る事

てくれたのでよく分かりました。行き帰り見た中

が分かりました。それに、海にも地上と同じよ

清そう工場は、学校で見学に行きましたが、まさ

うにきびしくなって来たそうです。ゴミは、ビ

かボートパーク広島の近くだと思いませんでした。

ン･カンを捨ててよかったみたいですが、今はも

記念写真に船長さんと写真をとりました。船長

う捨ててはいけない事になっていて、プラスチッ

さんのぼうしをかぶってみるとぶかぶかで大き

ク（ビニール）は、もやして灰にしても捨てては

かったけどかっこよかったです。船の事をもっと

いけない事がわかりました。そして、私が話を聞

知ろうと思うので出来たら、来年も行こうと思い

いてびっくりした事は、船にだいたい22人ぐらい

ます。
質問です。教えてください。お願いします。

乗っていて、その中の₃ ～ ₄人ぐらいが日本人
で、あとは外国人という船もあることです。五百

Q

なぜ船長さんになりたかったのか。

トンをこえると大型船で、だいたい百トンくらい

A

私の周りの船長は、海や船が好きでなった方

の船はかるいそうです。船長さんの話、パソコン

や、通勤電車で会社に通うのがいやだからと

の画ぞう、質問タイムが終わっていよいよ船に乗

いう方が多いようです。私の場合は、父親が

ります。私は、一番さいしょに乗って一番前の席

船長だったので、父親と同じ職業につくこと

にすわりました。数分ぐらいたつと、にの島の近

にしました。余り、夢の無い話ですみません。

くにきました。右側にうっすら宮島が見えました。
目の前には、ちょうど自動車船が見えました。そ

Q

 ぞくは、今もいるのか。
海

の会社はどこか聞きわすれてしまいましたが、11

A

ONE PIECE（ワンピー
海賊はいます。でも、

階の駐車場で、きっすい８メーター 60で、灰色

ス）に出てくるルフィのような男気のある海

でおく上に赤い四角形があってそこに「K」と書

賊ではありません。

いてありました。色など見ると、どこの会社か分

いま国際的に問題となっているのは、アフリ

かるそうです。しかも、₁時間で百台も車が自動

カのソマリアという国の沖で発生する海賊で

車船に乗るそうです。船にも車と同じで右側や左

す。かれらは、船をハイジャック（船や飛行

側通行が決まっている事が分かりました。それと、

機を乗っ取ること）して、船員を人質にとり

出て来た船をゆうせんする事と船で円を書こうと

多額の身代金を要求してきます。いわゆる誘

思ったら、直径千メートルもあるそうです。オラ

拐（ゆうかい）ですね。

ンダからチューリップの球根やワインなどだそう

ソマリアという国は、長いこと部族が対立し

です。

て内乱が続き、いまだに正式な政府がありま

私は初めて一人で船に乗りました。さびしくも

せん（日本では想像できないですね）
。国内
の主流となる産業もなく、国民の多く
は貧困にあえいでいます。
そこで、お金を得るために、海賊に走
る人が多くなっているのです。最近は、
日本の海上自衛隊が、ソマリア沖のア
デン湾というところで、商船の護衛を
していますし、アメリカや他の国の海
軍も警備しているので、海賊は減りつ
つあります。
（Aは大森常務理事）

市川八智琉さんと大森船長
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