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11年ももう残すところあとわずかと

なった12月3日（土）。筆者は早朝

の新幹線で兵庫県たつの市・（株）ヤマハ

藤田オークマリーナ店に向かっていた。目

的は、今年3回にわたってご紹介してきた

ヤマハ藤田プロデュース「瀬戸内紀航」の

2011年最後となるイベントの参加・取材で

ある。「今回はショートバージョンですの

で、ゆっくり来てください」とヤマハ藤田・藤

田社長に言われていたのだが、ちょっと早

めに姫路駅に到着。いつものとおり、藤

田社長にお迎えしていただき（ホントすみ

ません）、たつの市にあるヤマハ藤田・オ

ークマリーナ店に向かった。

藤田社長によると、今回のイベントはい

つもとちょっと趣向が違うとのこと。という

のは、参加者のほとんどが「ボートに乗る

のは初めて」もしくは数回目という方 。々さ

らに、今回は「ワンワンクルーズ」とも別称

されており、愛犬家＆愛犬たちがゲストな

のだ。これはヤマハ藤田でも初の試みで

あり、「だから内容的には軽めなんですよ」

と藤田社長。この日のスケジュールはお昼
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2011 年、3 回にわたってご紹介してきた（株）ヤマハ藤田プロデュース「瀬

戸内紀航行」。瀬戸内海のスポットを実際にボートで行くという内容でお

送りしてきたが、今回ご紹介するのが2 011 年のラストイベントとなる。

今までとは異なる空模様の中行われたその内容をリポートしていこう。

瀬戸内紀航～2011 ファイナル～

続 と々集まる参加者の皆さん。ヤマハ藤田のウェイティングスペースはすっかりクリスマス仕様に変貌！

この日のスケジュールがかわいく貼りだされていた。1年のご愛顧に

感謝の意を表してのイベントだ。

オフシャル艇「ブリゾ」号

にもカラフルなサンタさん

のデコレーションが!?け

っこう似合いますね。

今回の参加者のもうひと

りの主役は何と言っても

ワンちゃん！衣装がまたと

ってもキュートでした!!

そして、この子たちも可愛

いったらもう……。小型

の室内犬たちは衣装で着

飾るのがお似合いでした。
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ブリゾ号も無事出航。う～ん雲が厚く低いナァ……。舳先に見えるのが今回の目的地、男鹿島となる。

響をなるべく受けないようにブリゾ号を進

めた。サポート艇はゲストの乗船がなかっ

たため、はるか先に進んでいる。天気は

時折小雨があたることもあるが、なんとか

もってくれてはいる。参加者たちは寒いこ

ともあってか、キャビン内で愛犬とともに

過ごしているようだ。眼前に見える男鹿

島がだんだん大きくなってきた。そしてブ

リゾ号も無事、男鹿島の桟橋に艇を舫う

ことができた。

男鹿島は採石跡が特徴的な島で、家島

諸島に4つある有人島のうちの1つだ。

水がきれいな海水浴場や釣りに適した入

江などもあり、シーズン中は多くの観光

客・海水浴客などでにぎわいをみせる。姫

路港からは渡船も定期的に出ているが、

訪れた青井の浜には今回のランチ会場で

ある「青井荘」利用者のために桟橋があ

るのだ。桟橋にはプラチナムヨット48MY

までに集合し、30分ほどクルージングを

して家島諸島の男鹿
たんが

島にてランチをして

オークマリーナにリターン。少しくつろいだ

後、船上ジャズライブパーティーの予定だ。

ヤマハ藤田＆クルージングカフェ・マリカの

2011年感謝祭ということで、少し早いが

クリスマスパーティーという意味合いも含ま

れている。なるほど、だからオークマリー

ナのそこかしこにクリスマスらしい装飾が

満開になっているんだ、なんだか楽しい

気分になってくる……。

だが、空を見るとあいにくと天気は曇

り。時折雨がパラリと落ちてきたり……海

況もややグズり気味で、波も少しある。う

～ん、今まで3回ご紹介してきて、いずれ

も「どピーカン」だったので、今までとは違

う状況に少し戸惑いも感じる。しかし、

逆を考えれば、今までが「良すぎた」ので

あって、海はいつでも「ベタなぎ」ではな

い。こういう海況の日があってもおかしく

はないのである。それはソレとして、どう

楽しむかが重要なんだよなぁ……そんな

風に思った。ヤマハ藤田サイドとしてもビ

ギナーメインのクルージングなので、決行

か否かはずいぶん悩んだという。だが、

この日を楽しみにしてきた参加者の皆さ

んの気持ちと、快方に向かうという天候、

そして海況を観察して「決行」と相成った

のである。

ヤマハ藤田のテラス席には続 と々今回

の参加者が集結してきた。メインゲストの

皆さんはもちろん愛犬も一緒。お似合い

の衣装を着たワンちゃんはカワイイったら

もう……。筆者も犬は大好きなので（一

応、戌年ですし）、つい目尻を下げて見入

ってしまうのだった。そうこうしているうち

に参加者も全員集合し、出港の時間とな

った。オークマリーナから出発するのは3

艇。いつものヤマハ藤田オフィシャル艇

「ブリゾ号」（ヤマハPC-41）にご協力いた

だくオーナーボートが2艇（ヤマハPC-28＆

ヤマハPC-27）。この3艇で一路男鹿島を

目指す。そして現地ではもう1艇、プラチ

ナムヨット48MYと待ち合わせている。

ヤマハ藤田スタッフの皆さんに見送られな

がら、一路男鹿島島を目指した。時刻は

12時45分であった。

いつもなら30分の道程は快適なクルー

ジングとなる予定だった。だが、マリーナ

を出てしばらくすると、そこそこの波の洗

礼を受ける。なるべく波の影響を受けな

いように操船する藤田社長も慎重なスロ

ットル＆ハンドルワークで対応する。平均

速度も15～6ノットに絞り、波及び風の影

予定の時間となり、出港のために桟橋に移動する参加者の皆さん。開始早 と々っても楽しそう！

いつものオークマリーナの桟橋にて。ブリゾ号を筆頭に、ここから出航するのは全部で3艇だ。

無事に乗り込み終了した参加者にライフジャケットの付け方をレクチャーする。最初けっこう戸惑いますよね……。

ヤマハ藤田スタッフに見

送られながら桟橋を後に

する参加艇。こちらはサ

ポート参加の常峰さんの

ヤマハPC-27。

サポート参加の2艇は船速も早く、

セーフティー航行するブリゾ号はや

や置いていかれちゃったかなぁ。

参加者の皆さんはワンちゃんとともにキャビンナイでくつろぐ。ワンちゃんもおとな

しく乗っています。

いつもなら操船レクチャーの時間なのだが、寒いこともあってか、今回は藤田社

長の「漢の旅路」（笑）。

男鹿島は採石跡の岩肌

が特徴的だが、豊かな

海を中心とした豊富な自

然を持つ。西部劇に出

てきそうな印象も!?
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桟橋に乗り移るのが不慣れな参加者に藤田社長がエスコートをす

る。とりあえずお疲れさまでした！

ボートに乗るのが初めてで、若干ビビり気味のダルメシアン君を抱

きかかえて上陸させる。大丈夫だからね！

青井荘は民宿・ペンション、そして食事を炭楽しめる食堂がウリ。漁業体験などもで

きるとのことだ。

左：食べたいものを自分で

獲って食べることも可能との

こと。ネットに入っているの

はタコ。けっこうデカい！

右：愛犬家の皆さん、他の

参加者のワンちゃんともコミ

ュニケート。すぐに仲良くな

るのはさすがです。

参加者の皆さんとでパチリ！美味しいランチも食べ、満足そうな笑顔がステキです。ワンちゃんもおとなしくクレバー！

と小國豊秀オーナーが出迎えてくれてい

た。手早く参加者＆ワンちゃんたちを降ろ

し、歩いてすぐの青井荘へと向かった。

のんびりとした島の雰囲気はなんだか妙

に落ち着く。オフシーズンということもあっ

て、人の姿があまりないのも「独り占め」感

があって（欲張り？）また良い。民宿と食堂

を営む青井荘はご主人と息子さんが漁師

ということで、新鮮な魚介類が自慢。大き

なイケスがあり、何種類もの魚と貝類がキ

ープしてある。ここから好きなモノを網で

すくい、調理してもらうことも可能なのだ。

そして、ここの名物は「タコしゃぶ」である。

薄造りにしたタコはまず刺身を楽しみ、続

いて昆布を敷いた鍋の中にタコをくぐらせ、

ポン酢でいただくのだ。これがまた美味い

こと！参加者の皆さんも存分に堪能してい

る様子。実家に帰ってきたかのような食堂

の雰囲気も相まって、なんだかなごむんだ

よなぁ……。「ここは自分で動かないとモ

ノが出てこないからね」という青井荘の常

連の小國さん。でもそんな感じ、全然気に

ならないなぁ。そういったところもある意味

「実家感」があって良い。シーズン中はかな

りにぎわいを見せるという青井荘、オーク

マリーナからわずか30分という距離もまた

うらやましい環境である。その後はタコ唐、

ヒラメの刺身に唐揚げ、そしてシメのラーメ

ンまできっちり美味しくいただき大満足の

ランチタイムであった。

予定した時間より若干「押し気味」に青

井荘を後にした参加者は、またボートに

戻ってオークマリーナに戻る。帰路、参加

者たちの人気はプラチナムヨットに集中。

かくして参加者＆愛犬を乗せ、男鹿島を

後にした。

空は往路よりもやや明るくなっているが、

風・波は相変わらずといった状況だ。プラ

チナムヨットのフライブリッジは時折潮が舞

ってくるが筆者の気分は上 。々瀬戸内海を

普段からボートで走っているオーナーさん

たちは「荒れると波の揺れの間隔が狭い

からちょっとキツイよね」と異口同音に話す。

そういわれてみると、瀬戸内の波は寄せ

と返しの感覚がやや小さいように感じる。

ピッチが細かいというか……。そんな中、

参加者を載せたプラチナムヨットはオーク

マリーナを目指してひた走る。そして約30

分後、無事にオークマリーナに到着。」「チ

ョイ荒れ」の海況は参加者たちに若干の

「酔い気味」傾向をもたらしたが、それも

ほどなく回復してホッと一息のヤマハ藤田

スタッフ一同。そして参加者の皆さんが休

憩している間にもイベントの第二ラウンド

青井荘のイケスの一部。たくさんの種類の魚介類がキープされている。う～ん、どれ

も美味しそう……。

艇を舫うのは青井の浜という場所。ここにある青井荘はボートでの寄港者用に桟橋を設けているのだ。

先着していたPC27＆28、 そして別地より到着していたプラチナムヨット48MYがブリゾ号を出迎えてく れた。

青井荘の食堂にて。皆さん食事を待ちつつリラックスのご様子です。

お腹すきましたよねぇ……。

こちらは愛艇で参加してくれたサポートオーナーの皆様です。いつも

ご協力していただきありがとうございます。

帰りはプラチナムヨット48MYを先頭に、ブリゾ号、ヤマハPC-28、ヤマハPC-27の順でコンボイ航行を行う。
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船上ライブを終え、皆さんとでパチリ！周囲はすっかり暗くなっちゃったけど、雰囲気は満点、ちょっと寒いかな？

ライブの第二部はオークマリーナ・テラス席に場所を移してスタート。美味しい食事と素敵な音楽が超マッチ！

人のコンビネーションがまた絶妙で、緩急

の使い分けが見事だった。気持ち良く聞

いていて、ふと思ったのが「ワンちゃんた

ちが妙におとなしい」ということだった。ラ

イブ中はとにかく騒ぐ子は皆無で、みんな

行儀良く演奏を聴いていた。飼い主の皆

さんのしつけがすばらしいからこそなの

だろう。そして、二人の演奏があまりに心

地良くってワンちゃんたちも聴きほれてい

たのかもしれない。そういえば、犬は人

間よりも格段に聴覚が優れているっていう

から、きっと人間以上に素敵な音楽を堪

能しているのではないだろうか？そんな風

にも思える見事な演奏だった。

盛り上がったライブも名残り惜しいがエ

ンディングを迎えた。そして最後に藤田サ

ンタが再登場し、伊藤さん・土井さんにプ

レゼントを渡して終了となった。いつもの

穏やかな瀬戸内海とは違い、ちょっと波・

風があったけど、いつも穏やかでないの

が海である。まぁある意味最初にこういう

経験をしておけば、これから先は楽だと

思う。そういった意味では今回もまた良か

ったのではないか、そんな風に筆者は思

っている。そして、参加した皆さんが満足

そうな笑顔でいたこと、なんとなく名残惜

しそうにマリーナに留まっていたことが、

何より今回の成功を物語っていたのでは

ないだろうか。やはり今回もまた、いつの

間にか参加者を「楽しい輪」に巻き込むヤ

マハ藤田マジックは健在であった。いつ

もと違い、コンディションはイマイチではあ

ったが、もはやそこは関係なかろう。どん

な状況でも参加者を楽しませようと思い、

それを実践する藤田社長をはじめとする

スタッフの皆さんの気持ちがあるからこ

そ、参加者の皆さんから素敵な笑顔が見

られたのではないかなぁ……そんな風に

思った。

そういった意味では、2011年の「瀬戸

内紀航」を締めくくるのに良いイベントだっ

たと思う。そして2012年もまた、瀬戸内

海の素敵なマリンスポットを駆使しての海

の魅力、ボートの魅力を伝えるヤマハ藤

田のイベントプロデュースは続いていく。そ

れはまた、機会があったらお伝えしていき

たいと思う。参加者の皆さん、スタッフの

皆さん、そして深い魅力を持つ瀬戸内の

海に多謝!!

「船上ジャズパーティー」のセッティングに忙

しく動く。今回は前述したとおりヤマハ藤

田＆クルージングカフェ・マリカのクリスマ

ス感謝祭。細 と々したセッティングには感

謝の気持ちがこもっているんだなぁと納得

する筆者であった。

そして、参加者を迎える時間になると、

どこからか1艇のスワンボート（！）がキコ

キコと桟橋にやってくる。その中に乗って

いるのは藤田社長扮する「藤田サンタ」さ

ん（笑）。そして桟橋に降り立つ参加者と

ワンちゃんたちにクリスマスプレゼントが

手渡される。細かな演出には筆者もビッ

クリであった。でも、こういうサプライズ、

嫌いじゃないなぁ……。ライブからの参加

者もおり、桟橋はけっこうな数のオーディ

エンスが集結。そして「感謝祭」の第二部

が開幕した。

ここからの主役はステキなアーティストの

お二人。今年最初のヤマハ藤田のクルー

ジングイベントにもご出演いただいたジプ

シー・スウィング・ジャズの「モンデュー（Mon

Dieu）」のマカフェリギター担当・伊藤淳介

さんとヴァイオリニスト・土井美佳さんのデュ

オ演奏はこれまた絶妙であった。以前拝

聴した際は伊藤さんとベース・長谷川光さ

んとのデュオだったが、今回はヴァイオリン

とどう絡むのか期待していたのだが、これ

が期待どおり、いやそれ以上であった。桟

橋に二人の演奏が時には静かに、そして

時には抒情的に響く……。時折ゆったりと

揺れるボート＆桟橋があたかも演奏にシ

ンクロして、とても心地良かった。

日が落ちて暗くなると、ぐっと寒さが身

にしみてきた時、船上でのライブはいった

ん終了。そして場所をテラス席（風をシャ

ットアウト＆暖房付きで暖かい）に移してラ

イブの第二部がスタート。食事とドリンク

を楽しみながら、心地良いジプシージャ

ズが心に響く。ジャズの優雅な調べとジ

プシー音楽の情熱的な感じが融合してい

るのがジプシー・ジャズ（でしたっけ？）。二

トナカイならぬスワンボートで登場したのは、藤田社長扮する藤田サンタさんで

す。スワンの速度、けっこう速い!?

藤田サンタから参加者の皆さんとワンちゃんに少し早いクリスマスプレゼントが

渡される。ヒゲの位置が……（笑）。

第二部の開演少し前。参加者の皆さんもすっかりくつろいでいるご様

子。ワンちゃんがまたおとなしいなぁ。

マカフェリギター・伊藤淳介さんとヴァイオリン・土井美佳さんのデュ

オ演奏がまたいい感じにマッチしていた。

マカフェリギターとヴァイオリンの素敵な調べが心地良く響く。ボートの揺れもまたスウィングしているかのよう？

すばらしい演奏を終えた二人にヤマハ藤田サンタさんからクリスマス

プレゼントがわたされる。メリークリスマス!!

今回のクルージングを手伝ってくれたサポートオーナーの皆さんに感

謝を表しつつ、一言コメントをいただいた。
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（株）ヤマハ藤田 オークマリーナ店

［ADD］ 兵庫県たつの市御津町刈屋1131-1

［TEL ］079-322-8800

［URL］www.seasea.jp

［ADD］ 兵庫県姫路市家島町男鹿青井の浜

［TEL］079-325-2094

［URL］www4.plala.or.jp/aoi-sou/

漁業体験民宿 青井荘

今回のイベント・前半戦のハイライトであるショートクルーズの目的

地であったのが「青井荘」である。家島諸島の一島である男鹿島・

青井の浜にある。独特な「のんびり」とした雰囲気は、なごみの気

持ちにひたれることだろう。青井荘はだんなさんと息子さんが漁師

をしており、新鮮な魚介類がイケスに活かしてキープしてあるのが

うれしい（食事の際は、好きなものと獲って調理してもらうことも可

能）。それらをを使った美味しい食事はもとより、宿泊のできる民

宿・ペンション施設も有している。また、要予約で漁業体験なども

可能とのこと（詳細は要問合せ）。どこか「実家に帰ってきたような

雰囲気」のある施設内はくつろげること必至。飲み物などはセルフ

で給仕しちゃってもOK（笑）な気さくさも良い。専用の桟橋も完備

しており、ボートでの寄港もイージーだ。ハイシーズンになると、桟

橋はいつも寄港のボートでいっぱいになるそうで、行く際は要予約

で立ち寄ってほしい。

2011年、瀬戸内海でのボート遊びの魅力を多角的にご教授いた

だいた（株）ヤマハ藤田。その基幹マリーナがオークマリーナだ。ヤ

マハ藤田では新艇・中古艇などのボートの販売はもとより、修理＆

整備・メンテナンスなども行いアフターサービスも万全。そして新た

なボートファンの育成として免許スクールも随時開催している。そし

て、レンタルボート＆マリンコンシェルジュなどを融合した「ブリゾ・

レンタルボート＆バケーションクラブ」も主催、ボート購入後のオーナ

ー向けにボート遊びのサポート、そしてこれからボートオーナーに

なるであろう会員向けにボートのレンタル及び海の魅力やシーマン

シップを発信し続けている。オークマリーナ店にある「クルージン

グカフェ・マリカ」はこだわりの美味しい食事やスイーツが楽しめる

のがウリ。女性目線でコーディネートされた店内は、居心地の良い

空間として近隣にも広く認知され、ボート関係者のみならず一般客

も多く訪れる。また、中古艇を現代のニーズに合わせてリニューア

ルする「リノベーションボート」も好評を得ている。インボード艇にア

ウトボードブラケットを装着して船外機を装着、発電機の搭載によ

ってエアコン装着も可能にしるなど扱いやすい艇にまとめ上げてい

る。近 に々弊誌にて紹介予定なのでお楽しみに……。

Special Thanks!!～お世話になりました～

小國家の愛犬タロウくん。いつも一緒にボートに乗る彼は海が大好

きだそう。タロウもまた筋金入りの「ボート犬」である。

文と写真＝大沼 寛
by ONUMA Hiroshi

取材協力／（株）ヤマハ藤田、漁業体験民宿 青井荘、ほか

11年に取材・同行させていただい

たヤマハ藤田プロデュース「瀬戸内

紀航」シリーズ、全4回すべてに参加し、

同イベントには欠かせない存在であるの

が小國豊秀さん。プラチナムヨット48MY

を所有（他に釣り用としてヤマハFC-23も

所有）するボートオーナーだ。そして、ヤマ

ハ藤田のイベントプロデューサーである小

國真城子さんのだんな様でもある。実は

筆者、小國さんの密かな「ファン」だったり

する（笑）。5月の取材の際、小國ご夫妻

に朝食を作っていただき、食べている際

に小國さんから聞いたお話がとても良か

ったのだ。ご自身の経験に基づいた様々

な話を静かに語る感じがとても心地良く、

「もっとお話を聞きたい」と常 思々っており、

今回ムリヤリ機会を設けてもらったのであ

る（強引？）。

ボート歴は30年ほどというベテランシ

ーマンの小國さんは海の近くで育った。

幼少時から家に舟（手漕ぎだったそう）が

あり、それに乗っては釣りを楽しんでいた

20 という。現在では趣味はもっぱらボートと

いうことで、2艇を用途に応じて使い分

け、時間があったら海に出たりボートのメ

ンテナンスを行って過ごしているそうだ。

現在のメイン艇となるプラチナムヨット

48MY は2年前に購入。熊本県の「あま

くさマリーナ」からヤマハ藤田・藤田社長と

ともに乗り込み自ら回航してきたという。

その際の行程がまた楽しかったそうで、

東シナ海では夕日を見ながらの航海中、

イルカの群れとのランデブーを楽しんだ

り、寄港地で美味しい地の物を食したり

と思い出深い回航だったと語る。驚くの

は、48フィートもあるプラチナムヨットをソ

ロ航海させるなんてこともよくやっている

という。まさに筋金入りのシーマンなんだ

なぁと感心することしきりである。また、娘

さん（三姉妹＆ご長男の4人のパパ）と二

人で出かけることも多く、瀬戸内の島 に々

寄港して（よく行くのは小豆島のシータイガ

ーとのこと）一泊して帰ってくるなんてこと

もしばしばとのことだ。

「ボートは宝物」という小國さんは、とて

も愛艇を大事にすることでも有名だ。航

海後の洗浄はもちろん、メンテナンスに至

るまでご自身でこなしている。それもその

はず、現在こそ某国産車ディーラーの代表

を務めているがもともとは整備畑出身で

機械系はお手のもの。海に出るばかりで

はなく、1日みっちり愛艇のメンテナンス

だけをして帰るなんてこともよくある休日

の過ごし方だとか。だからこそ小國さん

の愛艇はいつもピカピカだし、クルージン

グでも走りはめっぽう調子がよさそうなの

である。愛艇たちもさぞかし喜んでいる

ことだろう。ボート・海の魅力を「自分と

船、そして海しかないから、日常をすべて

忘れられるのが良いですね」という小國

さん。きっとこれからもボート三昧の日々

を送っていくことだろう。ぜひまた、ステ

キなお話をお聞かせください……。

瀬戸内紀航～2011ファイナル～
オーナーインタビュー

小國さんのメイン艇、プラチナムヨット48MY。整備も行き届いてお

り、いつでもピカピカで優雅な印象を抱く。

48フィートながら、シングルハンドでの航海もよく行くとのこと。イベ

ント翌日も一人でマリーナに向け帰港の途に就く。

小國豊秀さん 上：メインカット・夜のデコレーションバージョンのクラブハウス

は昼間はこんな感じの建物となる。

下：アウトブラケットを装着してアウトボード化が図られたヤマハ

PC-27。こちらは近日中にリポートの予定だ。
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