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中国支部第 4 回海事講演会

「船長、子供達へ海と船を語る」

と

手旗信号・ロープワーク教室
中国支部長

石津 則昭（東船大 N26）

平成27年₇月12日（日）に第₄回海事講演会を

会です。共催者として東京海洋大学海事普及会、

IG石田学園ビルで行いました。中国支部は高齢

後援として広島市教育委員会、協賛として西川ゴ

化により会員の絶対数が減少しています。また、

ム工業株式会社です。

以前から現役世代の海洋会活動参加者が少ないた

船長協会が毎年、全国の小学校に出向いて社会

め、長期的に支部の存続が危うい立場におかれて

科の出前授業を行っています。この出前授業の内

います。

容を広島の子供たちに聞かせたいと思い、中国支

四国支部の支部長は₂期連続して在職中にお亡

部の海洋会活動として取り込みました。直接、学

くなりになり、現在、休眠中です。四国支部のよ

校に働きかける必要から広島市教育委員会の後援

うにならないために、海洋会の定款目的に沿った

許可書を毎年頂いています。広島市教育委員会は

活動（講演会等）を実施することで中国支部を活

本講演を社会科の模範講演として位置付けていま

性化させ、支部の存続を図ろうとしています。

す。したがって、後援の許可書を容易に受け取る
ことができるようになりました。

実施したイベント
₁．第一部

日本船長協会の講演会

「船長、子供たちに海と船を語る」

今年度、海事普及会から本講演会に参加したい
旨の働きかけがありました。そこで、昨年まで
行っていた無料クルージングの代替イベントして
参加してもらいました。

大森彰船長（日本船長協会

西川ゴム工業の役員を務められている海洋会員

常務理事）のパワーポイントによる説明を聞き、

福岡美朝氏（神船大E21）の計らいで協賛品を毎

ＤＶＤ「海と船」を見ました。船のことや海につ

年提供していただいています。

13：00 ～ 14：00

いてさかんな質疑応答が行われました。
₂．第二部

東京海洋大学海事普及会による手旗

信号教室とロープワーク教室
14：00 ～ 15：00

本イベントは様々な団体が関与しています。こ
うした団体の協力なくして開催できません。関係
諸団体に改めて感謝する次第です。

海事普及会の学生₃人によ

る手旗信号とロープワークを参加者全員で体験し
ました。
参加者は、小学校₄年～ ₆年生の子供たち₈
人とその保護者で、総勢14名でした。

例年と違う点
第₁回から第₃回まで、本講演会はボートパー
ク広島で無料クルージングとセットで行ってきま
した（2014年10月号、「海洋」21頁）。今年度は、

本イベントの協力団体
本イベントの主催者は海洋会中国支部と船長協
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ボートパーク側で講演会用の会議室が提供できな
くなりました。テナントがすべて埋まったためで
す。
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また、無料クルージングに対するチャーター費

連れて参加します。いろいろな行事があるなかで

用を支部補給金のなかで賄っていました。格安料

わざわざ海事講演会を選んで来ます。恩典がない

金に対するクレームが出ました。したがって、開

と参加する動機付けになりません。無料クルージ

催場所とイベントの変更を余儀なくされました。

ングという恩典の重要性をあらためて認識しまし

開催場所を広島市中心部の貸会議室で行い、無

た。

料クルージングの代替イベントとして東京海洋大

₂．海事普及会による手旗信号とロープワーク

学海事普及会による手旗信号教室とロープワーク

教室は、子供たちが保護者と一緒に参加する良い

教室に変更しました。

イベントでした。

参加の募集方法をFAXから往復はがきに変更

夏服の白い制服を着た₃人の学生が、東京海洋

しました。電話応対によるわずらわしを避けるた

大学海洋工学部の紹介をきちんと行っていました。

めです。

私は、以前、大学側の要請により東京海洋大学海
洋工学部の臨時職員として広島市の高校の進路指

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

導部を回ったことがあります。13校を回りました。
地方における受験生の数を増大させることが目的
でした。このときの実体験から、越中島をPRす

作成しました。広島市教育委員会による学校向け

る方法として、OBが高校の進路指導部を回るより、

配送システムを通して小学校にチラシを配送しま

海事普及会の活動は効果が大きいと感じました。

した。チラシを配布した小学校の数は36校です。

₃．参加者₈人（当日、₁人が欠席）のうち₆

教育委員会の後援のあるチラシを受け取った小学

名が作文を提出しました。

校は₄年生～ ₆年生の児童に対して配布します。

₄．来年度は、無料クルージングを再開したい

参加希望者は往復はがきを購入していただき、

と思います。また、今年度同様に、海事普及会の

中国支部で申込みを受け付けます。中国支部は返
信はがきをポストに投函します。講演当日に参加
希望者は返信はがきを持参します。
チラシの学校別仕分けおよび配布作業は海洋会

学生を呼びたいと思います。
船長協会による講演をメインとして、無料ク
ルージングおよび海事普及会の手旗信号・ロープ
ワーク教室のイベントに、保護者と子供合わせて、

中国支部の役員で行いました。また、市役所にあ

100人前後の参加者を集めることを目標としたい

る新聞記者ポストにチラシを入れました。その他

です。それが達成した時に「成功」と言えると思

の募集活動は行いませんでした。

います。

チラシ効果として、ヒット率は₉人÷9,600枚

₅．本イベントは支部予算で遂行する枠を超え

＝0.1％でした。昨年がヒット率48人÷9600枚＝

ていると判断しています。クルージング船の費用

0.5％でしたので、昨年度の20％に該当します。

や海事普及会の学生の旅費は海洋会の本部予算扱
いとすべきだと思いました。そうしないと本イベ

反省と対策
₁．当初の目標は、30人の子供（親御さんを含
めて60人）を集めることにありました。ヒット

ントは継続できないと考えています。

結

語

率0.1％で₉名の申し込み（親御さんを含めて18

本講演会を来年度以降も継続したいと考えて

人）がありました。船乗りになりたいという希望

います。しかし、いつまで継続できるか予測がで

の子供が₁人参加しました。しかし、あまりに参

きません。微々たる貢献です。海事普及活動に終

加者が少なかったです。失敗と言わざるを得ませ

わりはないと思っています。

ん。
今回のイベントは保護者に対するPR度に大き
な差があったと見ています。昨年は、無料クルー

講演会に参加したことを契機として、海事分野
で職を持つ子供たちが₁人でも出現したら望外の
幸せです。

ジングという恩典がありました。今年は、その恩
典がありませんでした。保護者は日曜日に子供を
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参加者全員で

熱心に聴講しています

ロープワーク
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手旗信号

手旗信号
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子供たちの感想文
6人の子供たちから感想文が届きました。
トや客せんだけだと思っていたけど、ほかにも、
もっといろんなしゅるいがあったので、おどろき

船は大切
生田小学校

ました。

四年生

小橋

ななみ

ふねは、人をはこぶだけではないということも
はじめてしりました。ふねは、人をはこんで、た

大森船長からお話を聞いて船の大切さが分かり

すけるだけじゃなくて、ほかにもいろんなにもつ
をはこんでいるのはすごい！！と思いました。す

ました。
お話を聞いて、心に残った事が₃つあります。

ごくびっくりしました。

₁つ目は、船の種類が多くてびっくりした事で

海をわたることは、なかなかできないと思って

す。フェリー、原油タンカー、石炭せん用船、Ｌ

いたけど、ふねはおもさにもたえて、少しずつい

ＮＧ船、ばら積み船、コンテナ船などで、₈台も

けるから海をじょうずにわたれるんだなと思いま

ありました。私が、知っていた船は、フェリーし

した。
わたしも、しょうらい、ふねにのるしごとをし

かありませんでした。
₂つ目は、たくさんの荷物をはこんでいて、す

たり、ふねで外国のアメリカやインドやかん国や

ごいと思った事です。ひこうきと船ではこぶ物を

中国とかいろんな国にいってみたいです。とても

100パーセントだとしたら、船ではこぶ物は、何

べん強になりました。

パーセントぐらいだと思いますか。と聞かれた時、
私は、
60パーセントくらいかなと思いました。「答
えは、99.7パーセントです」と聞いた時は、とっ
てもびっくりしました。船がなかったら、物をは

アニメで説明を
広島市立竹屋小学校 五年生 山岡 凛音

こぶのがとても大へんだなと思いました。
₃つ目は、きせつで服の色が変わる事です。夏

私はお話を聞いて、思ったことがあります。そ

は白色で、冬はこん色だそうです。それと、かた

れ は、 ま ず「 せ ん ち ょ う 」 は、 ア ニ メ の ワ ン

の線は、船長が₄本で、一等航かいしが₃本で、

ピースで「ルフィー」にしたらいいと思いまし

二等航かいしが₂本で、三等航かいしが₁本らし

た。「コック」は「サンジ」にしたらいいし、「何

いです。

でもできる（カゼの治りょうなどをする人）」を

次に、東京海洋大学の人たちが、手旗信号と
ロープのむすび方を教えてくれました。

「チョッパー」などにして説明すると、子どもに
分かりやすいと思いました。

船の勉強をして、船はとても大切だなと思いま

ＬＮＧ船を「中国電力」さんに、自動車専用船

した。これからも、船にありがたみを持ち、かん

をマツダ自動車にお願いして、一緒に見れたら良

しゃしようと思いました。

かったです。
また、参加したいと思いました。ありがとうご

ふねにはいろんなしゅるいがある
門司

ざいました。

志穂

ふねにも、いろんなしゅるいがあることがわか
りました。さいしょは、フェリーかモータボー
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船に乗っている人は、船よいをしないのかなと
思いました。

「感想」

もう一つ心に残ったことは、船は海で横向きに

水越

鳳星

なっても、すぐに直って動くことです。あんな思
いものがよく、ういていられるなと思いました。

僕は、船のお話を聞いて驚いたことがあります。

ぼくは、船には色々な種類があることを知りまし

それは、外国との貿易で船が運んでいる貨物の

た。

割合です。なんと99.7パーセントもの割合という

運河は、船が通う場所なんだと始めてしりまし

ことを聞いておどろきました。ほぼ100パーセン

た。今までは、ふつうの河の名前かとおもいまし

トで、船は便利だなと思いました。

た。

僕が知っている航海士はマゼランで、マゼラン
は航海の難所といわれるマゼラン海峡を何回も、
行っては戻りを繰り返して努力してあきらめず、

今まで知らなかったことを知れて本当に良かっ
たと思いました。
海で何か事故を起こしたときに縄で助けてもら
うやり方を教えてもらいました。自分の手を縄で

通った人です。
僕は、マゼランがやったことを危険だと思った
けれど、すごい人だなと思い感心しました。

結んで引っぱってもらうというやり方です。やり
方は、₅種類くらいやります。はじめの₂、₃種

手旗信号も教えてもらいました。基本的には、

類がむずかしいと思いました。全部は覚えきれな

₂本の赤と白の旗を使っておもにカタカナの文字

そうだと思いました。でも、帰ってから₃種類く

を表すことも教えてもらいました。少し難しかっ

らいは覚えていました。船長さん達の話を聞いて、

たです。

船をそうじゅうしてみたくなりました。

手旗信号の意味や文字の表し方をくわしく調べ

来年もこのようなことをしたいと思いました。

て覚えたいです。
ロープワークも教えてもらいました。
色々な結び方も教えてもらい、もやい結びは、
両手からロープをはなしてはいけないということ

「話をしてくれた方へ」
門司

が分かりました。僕には難しすぎてできなかった

大志

けど、とても楽しかったです。
海洋大学から、₃人の人がきてくれました。と

今回は、いろいろな海事の話を聞かせてくれて

てもていねいにやさしく、分かりやすく教えてく

ありがとうございました。今回の話で、いろいろ

れました。

な船や仕事、荷物までわかりました。船長さんの

僕も海洋大学に行って、来てくれた₃人の人み
たいになりたいです。

話でわかったのは、船長さんは、いろいろな仕事
をこなせるということでした。

最後に船長のぼうしをかぶれました。

あとこうかいしにもいろいろかいきゅうがある

ていねいに教えてくださりありがとうございま
した。

ことをしりました。ほかにもてばた信号があった
けど、手をうごかしてなにをするのかは、ぜんぜ
んわからなかったけど、カタカナの文字をつくっ
ているのをしって、ちょっとふしぎでむずかしい
なと思ってしまいました。もやいむすびをロープ

「船長の話」

ワークでおぼえたけど、いつかつかえるときが

楠

有輝

あったらつかってみたいです。
ほかに、名前はわすれたけど、わにしてとうし

ぼくは、₇月に船長の話を聞きました。
ぼくがとても心に残ったことは、今でも海賊が
いるということです。海賊は、どこにいるのかな
と思いました。
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たやつがむずかしかったと思いました。
今回は、きちょうなお話ありがとうございまし
た。

