NPO 葉山ヨットクラブ所属艇（葉山新港）―艇名—ボスーコンパスクラブ自己紹介：：：：：：2014 年 1 月現在

ボスの生い立ち
ボスはコンパスクラブの所属艇の名前です、
コンパスクラブは日本の超高層ビル設計監理の先駆となった、山下寿朗設計事務所の社内親睦
ヨットクラブとして発足、昭和 42 年日本設計事務所設立とともに社内のヨットクラブとして移
籍活動してきました。2001 年からは日本設計社内のクラブではなく、広く海の仲良し仲間から
構成しているヨットクラブとしてセーリングライフを楽しんでいます。
昭和 33 年ごろ材木座海岸にボス 1 世 Y-15―No84 でスタート。昭和 38 年には葉山港に移籍、
2 世 Y-15－153､3 世―600、4 世シーホース 227、5 世 228、6 世 593、そして 7 世 19 ﾌｨｰﾄクル
ーザー（武市氏設計）、8 世 22 ﾌｨｰﾄ 2674（ﾉｰﾃｲｯｸ 22）、9 世 25 ﾌｨｰﾄ 2674(ﾔﾏﾊ 25MARK Ⅱ)､10
世 26 ﾌｨｰﾄ 4126(ﾔﾏﾊ 26)、11 世 30 ﾌｨｰﾄ 4126(-ﾔﾏﾊ 30SⅡ)そして現在 12 世 33 ﾌｨｰﾄ 4126 ベネト
ウファーストと 47 年間葉山港におせわになりました。
ボスファミリーは遠く長崎ハウステンボスの沖合の島に係留在住している海軍兵学校出身の
艇名-矢矧―池田先輩旧会員、テーザー3128 個人所有の安原長老会員、シーホース 228 そしてシ
ーホッパー136 と多彩なヨット大好き仲良しファミリーのクラブです。
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ボスの航跡—コンパスクラブの記録：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：201４年１月現在
昭和 36 年

昭和 38 年

昭和 39 年
昭和 40 年
昭和 41 年
昭和 42 年
昭和 44 年
昭和 54 年
平成 元年
平成 2 年
平成 3 年
平成 8 年
平成 9 年
平成 13 年
平成 13 年
平成 15 年
平成 19 年
平成 20 年
平成 23 年
平成 23 年
平成 24 年
平成 24 年

山下寿郎設計事務所コンパスクラブ（一級建築士事務所内の親睦クラブ）設立、
活動拠点――鎌倉材木座―クラブ艇、BOSS１世 Y-15 セール No84 号艇 辻堂加工製
設立時主要メンバー：池田武邦、柴田寛二、安原実郎、内藤徹男、伊藤寧彦、
大武通伯、田口裕一、井上凱敬、村田麟太郎、三木誠、谷和子
活動拠点――葉山鎧摺港に移籍、森一朗、瓜本正敏入部
BOSS２世木造艇 Y-15 セール No153 号進水武市俊設計東京ヨット建造、
瓜本＋三木、153 号艇 Y-15 全日本選手権総合 2 位、
メンバー伊藤寧彦氏、東京から葉山港に行く途中、国鉄鶴見事故により逝去
馬場武入部、瓜本＋馬場、153 号、Y-15 全日本選手権総合１位
台風により葉山鎧摺港係留の BOSS 1 世―84 号艇、BOSS ２世―153 号艇、大破廃棄
瓜本＋馬場、借用艇で Y-15 全日本選手権総合１位で２連勝
３世木造艇 Y-15 新 600 号進水､4 世ｼｰﾎｰｽ 227 片貝､5 世ｼｰﾎｰｽ 228 片貝
日本設計事務所設立に伴い山下寿郎設計事務所コンパスクラブを
日本設計事務所コンパスクラブに移籍 6 世ｼｰﾎｰｽ 593
遠藤建入部、5 世シーホース 228 森個人所有、安原個人所有テーザー3128
BOSS 7 世 19 フィートクルーザー(武市氏設計)購入（船外機）
BOSS 8 世 22 フィートクルーザーセール No2674 購入（船外機）
安原＋金井、第１回テイザー全日本選手権総合１位
BOSS 9 世―ヤマハ 25MARKⅡ購入
クラブ部員による江の島ヨットハバープロムナードデザイン改修計画コンペ優勝
BOSS 10 世―ヤマハ 26CEX セール No4126
BOSS 10 世－HYC レース年間総合優勝、
葉山漁協会館設計協力―森、飯田，荒木
BOSS の係留が葉山本港から新港に移動、BOSS 11 世－ヤマハ 30SⅡセール No4126
クラブ名称を日本設計コンパスクラブからコンパスクラブに改称
森、葉山ヨットクラブ会長、平成 15 年～19 年理事長でクラブにボランテア活動協力
BOSS 12 世―ベネトウ 337 セール No4126 にメンバー18 名
牧山、小梶入部メンバー20 名
ボスの長老安原さんの 85 歳の誕生会をボス船上で開催
瓜本正敏キャプテン逝去ボス主催 HYC 会員艇 11 艇でご家族とともに葉山名島沖で海上葬祭
池田武邦さん 88 歳の誕生会を子息邦太郎さんそして山下･日本設計 OB とともにボス船上で開催
山田ファミリー5 年越しの体験乗船の結果入部
福富インテリアデザイナー鐙摺パパラッチ入部
大野二郎ファミリー日本設計 OB 入部
稲垣、吉永コンパスクラブ会友に
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ボスの仲間たちーコンパスクラブ会員
安原 実郎 87 歳
通称やっさんはボスの象
徴テーザーにのり、海外遠
征レースは英国、オースト
ラリアを初め 5 回に及び
各国のレースで最高齢賞
をゲット。元気！！
今年もレースにハッスル
TV 出演多数
森 一朗 73 歳
いちろうちゃん
レース中でも中華料理と
トローリングの困ったク
ルー。HYC 会長 1 期理事
長 3 期経験で消耗。最近は
宴会クルーズ専門日本酒
の収納できないヨットに
不満
小型船舶一級建築士
飯田 省一
会計と法務
海鮮板前料理が得意
冷静な判断のもとセール
さばきより包丁さばきが
得意、海釣りとれたてのて
んぷらは抜群の味付けと
定評、
一級建築士
稲垣 順子
ボスのマドンナ、新潟本場
コシヒカリのおにぎりは
人気の定番メニューやっ
さんと一緒に往年のレデ
イースカップの覇者
小型船舶一級
健康と美容のため会友に、
でも、海大好きですよ
誘ってくださいね
本多 哲央と淳子
てっちゃんとじゅんこさ
ん船内清掃のお目付け役、
宴会料理とあとかたずけ
にうるさい、将来はふたり
ぼっちの世界一周クルー
ズか、今 NW 在住で葉山
の海に望郷の想い
小型船舶一級ダブル所有

2014 年 1 月現在
文責：森
瓜本 正敏 72 歳で天国へ
転勤、通称うりさん Y-15
全日本昭和 39 年 40 年連
続優勝、関東学連ヨット
OB ボケたふりしてやさ
しいボスのヨットコーチ
は一歩先に天国で皆さん
の席とっておきますと
2011 年他界
遠藤 建
通称ケンチャン
葉山にいないときは地球
の裏側僻地と内戦中の海
外と、海外ボケが悩みの
老練東北学連ヨット OB
お抱え大工とソーメン定
番、たまのレース参加に
興奮気味と欲求不満か
小型船舶一級建築士
矢野 敏章
奴隷 1 号力持ち、
船では重労働はまかせと
いて！いびきはとなりの
船に届くので有名。船泊
では寝床はいつも堤防
上、街では熟練都市計画
プランナーとして有名。
燻製料理は定番好評
大田 陽子と酒井 哲
テツとオーチャンは数年
前の新婚神田川のほとり
働き盛りのまちの設計事
務所プロ、味付けは八丁
味噌の味噌汁が定番メニ
ュー
特技は寝坊はするが
絶対に船酔いしない
一級建築士のダブル所有
小原 雅之
バウマンなら任せとい
て！
J-24 関東選手権 5 年連続
優勝チームクルーとして
そして全日本 3 回、世界
選手権 2 回クルー参加そ
してウクレレと三線もっ
て鎧摺港内流しも裏技と
多芸
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高桑 信
セイルトリマーはまかせ
といて。J―24 関東選手権
5 年連続優勝チームクル
ー、そして全日本 3 回、世
界選手権 2 回クルー参加、
そして素もぐりが得意の
職人技。
氷室 幸夫
奴隷２号、力はないが小回
りに特徴。海外法律専門ク
ラブきっての正統理論派、
実技が伴わない特徴あり
そしていいかげん料理も
うまいが、演劇修行中のた
めセーリング中に台詞を
つぶやく特技。
山崎 真一、麻由子、なな
通称やまちゃん
やっさんの専属奴隷 3 号
としてテーザーのクルー
をつとめ、そして恋人に出
会いベービー誕生の幸せ
真最中
小型船舶一級建築士
肥田 景明
海をヨットを忘れない気
持ちをあたためながら
国内外で働き盛りの毎日。

牧山 輝郎？歳
葉山の海にカヌーできた
えてきた本格派奴隷 4 号、
いよいよ体力から知力で
勝負と新春デビュー、
そしてヨットの魅力を高
齢学習中、
男の料理はまかせといて
宴会クルーズ担当か

野村 勝良
学生時代スナイプ級イン
カレ準優勝、葉山往年の
旧銀行ヨット部キャプテ
ン、12 年におよぶ中国在
住で中国語でヨットのコ
ーチか、葉山でヨットに
乗りたい症候群最中
港通いは大型バイク！！
吉永 早織、剛、朱美怜、
昂生
さおりちゃん 2 児の
母になりました、
屈託のない笑顔と
悩殺水着は当分お預け
朱美怜と昂生のそろって処
女航海はいつかな、
クラブ活動は原発事情で
当分休眠中
小森 文子・荘平
港近くに週末住まい.
家庭料理の出前とウクレ
レもって港内宴会クルー
ズ専門得意なグループサ
ウンドファミリーは孫の
誕生 2 人目でますますハ
イテンシヨンで船内カラ
オケ寄贈
荒木 健博 72 歳
長引く腰痛と多忙で 3 年
前の伊東クルージング以
来海にこれない！！早く
しないと高齢でロングク
ル-ジングにいけない。
小型船舶一級

小梶 清司 64 歳
想い出の葉山で E―白髪
おじさんになってかえっ
てきました。30 数年前葉
山往年の旧銀行ヨット部
キャプテン、ボスにメイ
ンセールをﾄﾞﾈｰｼｵﾝ、往年
のレーサーの復活が実現
するか
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山田 秀人
真澄夫人 子息山田真理
歩ＯＰジュニアーに夢中
地元葉山在住、しょみんば
たでのリピーター乗船は
99 歳のおばあちゃんと一
緒に乗船 5 年目でメンバ
ーに、海大好きファミリ
ー、日曜大工と家庭料理の
ボスへの出前は早や好評
紹介者：遠藤、森

福冨 康人
25 歳～32 歳、関西（西宮）
で、43 フィートのスキッ
パーを勤めて以来、ここ
10 年は乗っていないので
ほぼ、全くの素人に戻っ
ていると自称。炊事・洗
濯・掃除・料理大好きタ
ケノコ掘りから何でもや
り ますので、奴隷候補と
し て大歓迎、ボスの表紙
雑 誌びっくり写真は本
人の 趣味か。
紹介者：吉永佐織さん

大野 二郎
コンパスクラブ長老池田
さんをボスでの 88 歳お祝
いに駆けつけて、とりこに
なってしまった日本設計
環境創造マネジメントセ
ンター勤務とゆうよくわ
からないことやってる、古
くからの仕事仲間、はヨッ
ト奴隷新入生として期待。
紹介者：安原、遠藤、森
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