
航空再開から50周年へ

航空に関する一切の行動が禁止された日本の空

に一条の光明が当り、それが見る間に大きく日本

の空を明らめた。昭和27年春、航空再開の日であ

る。

かつて大空を愛し、大空を飛び回った数多くの

OBが、あの喜びをいかにして現在の学生に申し

伝えるか。学生航空再開にOB達は立ち上った。

昭和27年 6月 1日 、日本学生航空連盟再発足の日、

同志社大学航空部もその席に在った。

以来34年、かつての栄光ある同志社航空部の伝

統と繁栄を引継いで活躍を続ける我が航空部は、

時代による多少の差こそあれ常に学生航空の指導

的立場を堅持し、発展を続けてきた。

今50周 年を迎えるに当り、更に一層の発展を遂

げるよう努力することをここに誓うものである。

同志社大学航空部バッジ 同志社大学航空部バッジ
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思い出の写真集

※玉水滑空場

全員 勢揃い″ (昭和28年頃 玉水滑空場)

訓練風景 砂地で機体運搬は苦労のタネ 王水第 1回合宿に参加 した同志社勢

7θ  航空再開から50周 年へ



※霧ケ峰全景 (昭 和46年頃)

第 5回全国大会 (昭和30年 )

※全国大会 タカ 7型 出発″



※訓練も終 り機体分解作業 高松飛行場 (昭和30年頃)

高松移動中研 班長は政志郎 (昭 和36年頃)

※高松～徳島間 100k m飛 行機曳航

(昭和31年 Jヒ尾直敬参加)
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ホテラ正大寺



※宙返 リ タカ 8型 ソアラー (八尾空港上空)

八尾空港 Bラ ンウェイを離陸中の H-23Cイ オラス

7ヨ



※幾多の好記録を生んだ岡山空港

岡山空港へは OB連 もしばしば激励に訪れた

富山空港 遥か神通川河口には日本海も見える 富山空港より立山連峰を望む
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出発準備 (木曽川滑空場)

※加古川滑空場
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福井空港

双翼を張ってまさに着陸 (ASK-13イ オラス)

7` 航空再開から50周 年ヘ

香里格納庫



機体購入資金稼ぎのために行な った

ジェッ トヘ リ遊覧飛行

(昭和37年 6月 3日 )

素晴らしいとご満悦の上野学長

晨

舞
謳

驀

骰
十二
11

恒例にな った祇園祭アルバイ ト(昭和50年 )



送 別 会

日召禾日33年
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日召和 61年



nl餃 愛機活躍

※学連50周年記念支部大会 (昭和56年 福井空港)
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回想の記

たしか昭和26年の春だったと思います。クラス

委員の明石信二君か ら、「君は中学校の時からグ

ライダーに乗っていたそうだが、今度同志社の航

空部を、復活 しようと言う話があるので、君も加

わらないか/… … …J

戦時中の 1年生から終戦まで、グライダー部員

で、プライマ リーとセカンダリーに130回 位乗っ

ていま したので、二つ返事で OKし 、タンゴバ

ンドを離籍 して、入部させてもらうことにしまし

た。

申し訳けありませんが、工専を卒業 した26年 は、

学生結婚の新婚ホヤホヤで したから、航空部再開

の経緯は、正直言って何も知りませんし、その残

影すら脳裏にありません。

そして27年の夏、朝日新聞社と学連、そして関

係役員の努力が実って、多分再開第 1回 目と思い

猛田水ヽ

ますが、同志社・立命館の合同合宿訓練が開かれ

ることになりました。

戦時中から使われていた、京都府 Fの木津川畔、

玉水での開催です。宿舎も「八百忠Jと言 う昔 し

からの料理旅館で、私にとっては懐 しい宿で した。

ご主人も大の飛行機好きで、我々は法外の歓待に

甘えたもので した。

機体は、セカンダリー 1機で、ゴム製のショッ

ク(パチンコ)1本か、或いは 2本を繋いで、10人

程が左右対称に分れ、綱引きよろしく、「 イチニ、

オイッチニJと 掛け声 して引っばるのです。

教官は、その歩数を数えて、訓練生の技量に応

じ、テールに向って「放セ !|と 号令すると、機

体はゴムの弾力でフンフリと上昇、12～ 3秒で着

陸 します。時には、S字飛行や左旋回又は右旋回

を強行するのですが、何分高度が有りませんから、

※京都・玉水滑空場 (昭和27・ 28年頃)
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翼端が砂地スレスレの冒険的飛翔(?)です。

砂地での索引きですから、足がめり込んでその

引き辛いこと。それでも塔乗者によっては、皆と

申し合せて、歩1冨 を勝手に広 くしたり狭 くしたり

という悪戯もしました。

高度をかせぐために、堤防上からテークオフ(当

時はそんな風に言 っていなかったが)し 、河原に

降りるという苦肉の策もとられ、時には高度不足

から、川に着水の憂き目を味わう事もありました。

着水すると大変で、ご承知の接着斉J「 カゼインJ

が溶けて、機体がバラバラになりますから、大至

急救出してもらわなければなりません。(中 には、

故意に着水 した人もあったようですが………)

着地点から出発地までの機体運搬は、 リヤカー

を使用 してのことですから、これも砂にメリ込ん

で、それは大変なもので、大抵の者は、これに参っ

て しまい、理屈をつけて中途から逃げて しまった

人もありました。

合宿中に、生れて 4ヵ 月を過ぎたばかりの長男

を連れ、 1升瓶を下げた妻が、陣中見舞いに来て

くれました。いい恰好をしようと、教官にねだっ

て許可を もらい、その赤子 と同乗、 5～ 6m地

上滑走 したところ、本人は眼を自黒させて驚いて

いました。その長男も34才 の親父ともなり、幾年

月を感 じます。

合宿が終了近 くになって、ベニヤ張リボディー

のスマー トなソアラー(機体名は忘失)と 、ウイン

チカーが到着、これによる訓練が始められました。

全員大喜びしたのは当然です。

ウインチカーは、自動車部の好意で、ポンコツ

のフォー ドかシボレーを改造 したもので、 リヤタ

イヤーの代りにワイヤー巻取り用の ドラムが取り

付けられ、見た感 じでは仲々のもので した。

一巡 して私の 2発目の時、ウインチの調子が悪

く、10m程 ズルズルと砂地を引っぱ られてエン

ス ト、それっきり期間中 2度 と使用不能となって

しまいました。今想い出しても、よくマアやって

いたものだと感心するやら、その無鉄砲さには冷

汗が出ます。

ウインチによる飛翔は、これっきりとなりこれ

からも経験する事は無いで しょうが、こうして、

立命館との合同合宿は、それなりに何とか無事終

了 したのです。

今、当時の写真を見ても、寝食を共にした方々

の名前が想い出せず、今日までの御無沙汰を申し

訳けなく思うばかりです。

60年度の OB総会に出席させて頂き、種々のお

話と、懐か しいお顔を拝察する機会に恵まれ、青

春時代に血を湧かせた興奮を思い興すとき、先輩

各位のご努力に感謝 し、また航空部 OBの一員で

あることの誇りと、これからも現役諸氏のご活躍

を衷心より期待せずにはおられません。

(昭和28年卒)

Ⅲ彎 鞭
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学生航空再開

吉 川 禎

戦後、民「。l航空再開間も無 く、日航の
｀
もく星

″

号の三原山での墜落事故が報ぜ られた昭和27年の

春。日本学生航空連盟の
｀
学生航空の再開

″
並び

に同志社大学航空研究会(最初は正式の部として

認められなかった。)｀会員募集
″

のポスターが校

内のあちこちで見られた。

航空部再開設立の詳 しい経緯は知 らないが(戦

前の OBの努力に依る。)京都の朝日会館の地下グ

リルで発会の集会があった様 に記憶する。(当時

小生は 2年生 )

その年の夏、日本学生航空連盟(以下学連)関 西

支部(関西の13大学が加盟)主催の戦後第 1回 の合

宿訓練 (参加者数10名 )が玉水 (木津川)で行こなわ

れ、我が航空部からも戦前の OB(教官として)始

め現役 10数 名が参加 し、戦後グライダー(但 しプ

ライマリー)に依る初の地球を離れた足跡{?)を残す。

その後も引続き、他の運動部では見られない学

連支部単位での訓練 (合宿)及 び行事を行って来た。

当時は各学校で独自の機体を持つ事など全 く夢の

又夢であった。故に学連での活動イコール航空部

の活動であり、合宿により多 く参加する事が、よ

り多 く飛べ技量向上の唯一の道であった。

私事で恐縮ですが28年 に(/」 生ヽ 3年生)学連関西

支部の委員長の大役を仰せつかり、それ以降 1年

間、学校 (厳 密にはボックス)と 学連事務所 (朝 日

新聞大阪本社航空部内)と の間の行き来の毎日で

した。当時朝日の航空部には牧野 (伊 )、 石田両先

輩 (16年卒)がおられ、1貞 接学連の指導に当られて

おり、若輩の私としては、又同志社としても非常

に心強い限りで した。そしてその後も伝統的に毎

年学連に委員長或は副委員長を同志社より送り込

み、学連の リーダー役としての使命を果 している。

29年になると部の活動 もようや く活発になり、

82 航空再開から50周年ヘ

入学式には飛行機を飛ばし(朝 日新聞社の協力に

依る)、 空か ら部員募集のビラをまいたり、或は

花束を落 したり(し か し花は飛散 し茎だけが落ち

て来たと云 う様な失敗もあったが一―)、 又体育

祭の時にはグランドヘ、ヘ リコプターを着陸さす

等、大いに航空部の PRに努めた。何故なら、そ

の当時は学生運動華やかな時であり、航空即戦争

と結び付け、右寄りに見られたり或は練習及機材

が全 く人日に付かぬ為航空部の影がうすかった。

一方訓練の方は従来の木津川の河原の練習場か

ら、四国の高松飛行場に移り、使用する機体も一

段上のセコになり、ウインチ曳航に依る360° 旋

回等の科目をこなす様な本格的なものになった。

そしてその年の夏 (29年 )、 戦後学生で初めて
｀
自

家用操縦士
〃のライセンス(滑空機中級)を取得す

る。これは学連関西支部 ライセンス取得者13名中、

連盟部員募集ポスター



我が航空部員 4名 、藤田 。吉川 (30年卒 )、 北尾・

増田(31年卒)が含まれている。 (同 時期、関東支

部も12名取得)

又この年、第 1回関西学生グライダー選手権大

会が高松で行 こなわれ、北尾君 (31年卒 。現学連

訓練部長)が他を押え優勝す。(翌年も優勝)

更に秋には学連の行事の一環として、小学生朝

日とタイアップし、全国の健康優良児校を空から

訪間する日本一周飛行が行こなわれ、我が航空部

からも前出ライセ ンス取得者 4名 (関 西支部より

9名参加)が選出され各分担地区を飛行する。

27年の春、同志社航空部再開以来世の中の経済

贄鰺鰊

情況も除々に好転 し最早戦後と云う時代を脱 しつ

つあり、前記の如 く29年頃より、ようや く航空部

としての形態も整い、積極的活動に入った。そし

て学連内に於ても同志社航空部員は上級班、加入

者が多 く常に実稼動部員の層も厚 く、一大勢力を

形成し、戦後の第 1回 目の黄金時代の感があった。

又内部にあっては渡辺主将 (30年卒)の発案に依

り部費の支出を極力押え、戦後同志社航空部所有

1号機 となる機体 (」 A0122)購 入の準備に入り、

次期世代へとバ トンタッチした。

(昭和30年卒)

鶴̈
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高松～徳島間飛行機曳航

北 尾 直 敬

昭和31年 という年は、私にとって思い出多い年

である。学生航空連盟の再発足以来、第 1回 の玉

水の合宿を皮切りに合宿という合宿には、まさに

皆勤賞ものでバッチ リ参加を続けたかいがあって、

私と安田晃次、亘理一省 (関学)の 3人は教官をし

て「 うまい″」といわしむる位技量 も上り、将に

油の乗 り切った関西の三羽烏であった。

昭和29年の12月 に関東支部の山中勝也氏 (早大 )

が、戦後学生で初めて飛行機曳航を行なって話題

になったいきさつもあって、我々もここらあたり

で何か一発やらなければと内心ヤキモキしていた。

丁度その頃、学連から3月 の高松合宿で「高松

～徳島間100キ ロ野外曳航Jの計画が発表された。

「 100キ ロ野外曳航Jと いうキリのよいキャッチ

フレーズも気に入ったし、高松をホームグランド

として飛び回っていた我々は 1度は野外曳航に出

発 してみたくてウズウズしていた時でもあり、思

わず歓声を上げた。しかし、野外曳航となると今

迄のように具合が悪ければ何時でも飛行場に帰れ

る場周飛行とちがい、万一の時には場外不時着、

あるいは海上不時着水も覚悟 しなければならない。

また野外曳航の候補に上っている 3人の内、誰が

行 くか分からぬが、 1人 は不慣れな徳島飛行場に

1発で着陸 しなければならず、途中の山越えも考

えると心配の種はつきなかった。

さて、いよいよ計画通り高松～徳島曳航が実施

と決まった前 日、教官を囲んで綿密な打合せが行

なわれた。予定のコースは高松を離陸後、屋島を

右に見て北上 し、女木島で右に方向を変え、五鋼

山をグル リと回ってあとは海岸線沿に徳島へ向う

コースと説明を受けた。飛行はあくまでも安全を

第一とし、少 しでも状況が悪 くなれば直ちに計画

を中止するというきついお達 しである。塔乗順は

84 航空再開から50周 年ヘ

最初は教官が状況を見ながら高松から徳島へ、そ

こで最終判断をして状況が良ければ学生の 1番塔

乗安田(徳 島～高松 )、 2番塔乗北尾 (高松～徳島)、

3番塔乗亘理 (徳 島～高松)と 決まった。

いよいよ当日がやってきた。さいわい天候 も良

く教官の状況調査を兼ねた曳航が行なわれること

になった。朝日新聞社機「つばめ」に曳航された

タカ 7型ソアラーが、朝の静寂を切 り裂いて徳島

に向けて飛び立った。予定通り女木島に向って北

上するものとばかり思ってた我々の予想に反 して

曳航機は徳島の方向に向けて一直線に飛び去った。

「アレー ?」 コースが変更されたなと思いあわて

て地図を引張り出して高松～徳島間に直線コース

を記入するやら著明な目標を探 し出すやらテンヤ

ワンヤの大騒。そうこうしている間に思ったより

早 く1番塔乗の安田が徳島から曳航されて帰って

きた。気象状件の良い内にということで、途中の

様子を安田から聞く間もなく急いで出発準備をす

る。

さあ、いよいよ高松から徳島に向う自分の番だ。

初めての徳島の飛行場に着陸もしなければならな

いと思うとどうしても武者ぶるいがする。曳航機

とグライダーの間は有線電話で連絡がとれるよう

にしてあるがその調子も良いようだ。曳航機の後

席で見守って くれる教官の声が今日はイヤにやさ

しく聞える。

「出発〃」と大きな声で自分を励ましながら離

陸。思った通り直線で徳島に向う。女木島も五鋼

山もあったもんではない。唯々曳航機様の飛ばれ

る後をお慕い申し上げるより他に方法がない。曳

航そのものには不安はないが、なんといっても今

迄体験 したことのない長丁場、気象の変化、加う

るに未知のコースときているから、なまはんかな



気持ではやっていけない。下腹にグッと力を入れ

て飛行する。普通なら春の陽光に輝 く瀬戸の内海

を眺めつつ快適な飛行とシャレこむところだが、

今日ばかりはそんな余裕はない、ややもすればあ

ばれようとするタカ 7型ソアラーをなんとかなだ

めすかして飛行を続ける。電話で教官が適当に気

分を落付かせるようなア ドバイスを流 して くれる。

こんな調子で最後までいって くれと祈る気持で飛

行を続ける。

だがよくしたもので、好事魔多 しの例え通り、

快調な前半に比べ後半は地形の関係 もあって次第

に気流が悪 くなリガブリはじめ、しまいには手に

負えなくなる。曳航機が上下左右に大きく揺れるc

自分はジットしているのにどうして曳航機の奴が

動 くのかと腹が立つが、実は自分が 1人であばれ

ているのだ。時には大きく曳航索を引張って曳航

機のお尻をイヤという程持ち_Lげ る。曳航機の教

官のことを思うと悪いと思うが今はそんなこと云っ

ておれない。さっきまでやさしく指示 していた教

官の電話の声も次第にオクターブが上って くる。

チラッと下を見ると海岸線から内陸に入るところ

にさしかかっている。具合の悪いことにそこに大

阪峠があって地上でも越えるのに大分苦労すると

ころだが、空でもどうやら難所らしい。ここさえ

越えればあとはなんとかなると頑張るが、さすが

に疲れも加わってもう一寸コントロールが出来な

い状態になってきた。必死で操縦するナンテロで

は簡単に云うけれど、この時ばかりは本当に必死

で操縦 した。

教官が叫ぶ「 もう電話の指示に返事をしなくて

もいい。操縦に専念 しろ〃J、 不思議と機体が安

定する。 しばらくすると又あばれ出す。教官が叫

ぶ「なに してるんだ″頑張れ″J、 又 ピタリと機

体が落付 く。もうタカ 7型 は私の操縦で飛んでい

るのではなく教官の電話で操縦 しているようなも

のだ。

こんなことを 2度、 3度 と繰返 しているうちに

急に機体がスーッと動かなくなった。峠を越した

のだ。あとは一気に徳島飛行場の上空へ。

「離脱せよ/」「有難度うございました。」本当

に心の底からそう言えた。

索を離脱 したタカ 7型ソアラーは静かな滑空に

移った。徳島飛行場はもう目の下だ。

末筆になったが北尾が今日、日本学生航空連盟

の訓練部長として業務をやれているのは、大先輩

の牧野伊兵衛、牧野鐵五郎両氏の御指導のお陰と

深 く感謝の意を表 します。

(昭和31年卒)

※徳島飛行場 (昭和31・ 32年頃)

∂∫



八尾の夏

岩 ケ谷 精

離脱・離脱確認・速度確認・左90度旋回。無風

に近いから少 し延ばして一第 2旋回。接地点を横

日で見やりながら第 3旋 1司 からファイナル。梢々

高目だ。スポイラを開き慎重に接地。ピタリ定点

上だ。東飛式光 2・ 2型で、第 7回全国大会第 3部

22番のゼッケンを付けて参加 した私には満足でき

たフライ トだったと瞬間思った。今の学生諸兄に

は想像できないかも知れないが、この場周飛行だ

けが科目の全てでした。しかもバ リオや高度計は

勿論速度計すらなく、機体の姿勢を水平線との差

とツラメーターで判断するのみだったのです。

自衛隊員さんと

炎天下の八尾飛行場で行なわれた昭和32年当時

は、まだ附近は、農村のおもかげが残り、全国の

大学から集った約60名 の仲間と自衛隊が特設 して

下さったテントでの数日間を本当に楽 しく生活 し

たのを想い出します。盆踊りの大鼓の音が風に乗っ

て聞こえて来るのに誘われ、たまたま、訓練が中

止になった日に若い隊員と遊びに行き、踊りの輪

を見物したりしている内、門限に間に合わなくなっ

てしまい、青 くなっている隊員と、近 くの農家の

人に頼んで 3輪車で送って貰いようや く間に合っ

たことなどもありました。

表彰式とお別れパーティー

大会も無事済んでいよいよ表彰式です。若 しか

すると自分のフライ トだと入賞位はしているかも

矢Πれないと少々胸をときめかせつつ整列 しかけて

いると北尾先輩が、後の方からお前が第 3部 1位

だと囁いて下さいました。自衛隊の音楽隊も待機

しております。第 1部から表彰が行なわれ第 3部

の名前の呼ばれる番になった時には随分あがって

いた事も事実で した。その後たしかライオンと云

うビヤホールで終了パーティーが取りおこなわれ、

86 航空再開から50周 年ヘ

来年の再会を約 してInL各地へと別れたので した。

何年となく全国大会での 1位入賞がなかった為先

輩はとても喜こんで下さり、来年は是非共 1部入

賞を是非この手に、と云う決意が昂まりました。

今では考えられない事ですが、当時の合宿の拠点

としていた高松空港では 1日 1便極東航空 (後の

全 国空)の ダブが降 りて来るだけで、卓地には牛

が放たれておりました。初めの内は格納庫もなかっ

た為、プライマリーの組立作業から毎日が始まり

ます。ターンバックルILめ の番線を落すと牛がLleっ

て死んで しまうから気を付けるようとか、時には

ランウェー迄牛が入って しまい定期便がゴーアラ

ウンドした事もありました。そんな環境の中で、

光 2・ 2型 (高 松飛行場)



1回生から殆ど休む事なく続けたのですが、何 し

ろ関西支部には複座機が全 くなく練習効果はとて

も今のようには行かず (何 しろ地 上滑走から始まっ

て飛行機曳航迄全て単座で しかも無線もないので

すか ら)、 曳航機の都合 もあったりしてとうとう

次の年の第 1部出場を諦めなければならなくなり

ました。本当に残念でしたがこうなれば第 2部 (ソ

アラーによる 8字旋回)で 1位になろうと前年と

は全 く異った心意気だったのです。

小倉自衛隊

第 8回大会 も8月 猛暑の中、小倉飛行場で行わ

れ、今度は幹部宿舎が害1り 当てられ前年とはちが

い快適な合宿で した。今回はどうしても 1位入賞

をという心意気だったせいか、かえって他の事は

想い出す事が無 く関東の鷹 8型や九州のアソG型

が初参加 した事が記憶に残っております。この大

会でも御陰様で第 1位を獲得出来良い想い出とし

て残っております。それでも第 1部では大会新記録

が出たりしてそれを少々羨ましげに横目でみてい

たことも事実で した。一度取憑かれたら仲々やめ

られない麻薬のようだと云う人もある位素晴らし

いスポーツ航空ですが、幸い私の近 くに富士川滑

空場がある為、今昔の感ある練習方法で、最近で

もピラタスB4な どで空の散歩を楽 しんでおりま

す。それでも学生の頃の合宿のムー ド等を懐か し

みながら、この部を選び本当に良かったと今でも

考えておる昨今です。

(昭和34年卒)

第 8回 全国大会ポスタ

タカ 7型 出発/



ヤペルの前で

浩

この夏、夫婦で京都ヘ ドライブする機会があっ

た。勤務の都合で、まる10年、首都圏暮らし。やっ

と数年前、老いた父母の面倒をみがてら、郷里に

舞い戻った身だから、関西方面への長距離 ドライ

ブなど15、 6年 ぶ りのこと。街並みの変わりよう

に驚かされた。

学生時代以来、京都へは何回となく出かけてい

るはずだが、どういうものか、あの烏丸今出川の

キャンパスには、足を運んだ記憶がなかった。久

しぶりの京都だから、今回は、ぜひ大学構内を見

ておこうと思って、相国寺参道わきに車を止めて

訪れた。

懐かしかった。卒業以来25年の歳月がプレイバ ッ

クしたかのように一― 。そこには昔ながらの有

終館、弘風館、明徳館、神学館が……。

当時は、戦後まだ11年 。民間航空再開 (27年 )か

らも4年 しかたっていなかった。入学式の日、チャ

ペル前の広場に置いてあったプライマ リー・ グラ

イダー(霧 ケ峰式はとK-14型 )の純自の翼が、空

にあこがれる若者の目に、どれほど刺激的に映っ

たことか。空力的に極限のスタイルをきわめる今

のソアラーなどに比べれば、まさに凧のたぐい。

現代の若者 らが手軽に飛んでいるハ ングライダー

に比べても、ゴム索で引っぱるだけ手間のかかる

代物だったが、当時は、それでもわが航空部にとっ

て、かけ替えのない機材だったのである。

あれから4半世紀。チャペル前の広場にたたず

んだ時、部員募集のデモンス トレーションのため、

左翼端を接地 した格好で置かれた「 はとK-14型 J

(」 A0122)の 姿が、一瞬幻のように浮かんで消えた。

あのころに比べれば、構内を行き交う男女学生

の何とカラフルでラフなスタイル。われわれ体育

会学生のシンボルみたいだったテカテヵに光らせ

た角帽をかぶっている学生の姿など、わずかな滞

在時間だったとは言え、 1人も見かけなかった。

だが、何よりも見回す建物が、ほとんど変わっ

ていなかったのが嬉 しかった。r同
志社が、田辺

町にキャンパスを移すJと いう話を初めて耳にし

た時、ついに東京の諸大学のように、都心に居ら

れな くなって、郊外へ移転するのか ―― と思っ

てショックを受けた。その後、61年 4月 入学以降

の 1、 2回生だけが、いわば教養課程を過ごすよ

うなかたちで、田辺キャンパスヘ移るのだと聞き、

ホッとしたものである。

烏丸今出川のキャンパスだけは、未来永劫、立

命館のように移転 してもらいたくないと思う。あ

の由緒ある建物群は、文化財であるとともに、校

友にとって青春のモニュメントなのだから。

(昭和35年卒)

山浅
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第10回全国大会入賞

私が航空部で活躍 していたのは同志社航空部50

年間の丁度中間、昭和32年から37年の 5年間であ

る。さて、第10回全日本学生グライダー競技選手

権大会は35年 9月 28～30日 の 3日 間、大阪府下八

尾飛行場で開かれた。25年前のことでもあり、少

し記憶もうすれかかっているが、たしか大会の前

に 1～ 2週間位出場選手選考の強化合宿があった

ように思う。この時代は 1部がソアラーによる飛

行機曳航指定地着陸。 2部がソアラーによる自動

車曳航360°旋回指定地着陸の 2班 に分かれて技量

を競いあった。出場選手選考合宿では何んとして

も大会に出場 したいという気持と、同時に是非 1

部に出場 したいという気持の中で、毎日練習に一

生懸命であった。私は強化合宿中なかなか技量の

レベルがあがらず出場すらあやぶまれた。しかし、

何んとか 2部 出場の許可が出た。大会初日の28日

は台風前の悪コンディションが予想されたので、

開会式前から、競技に入るという変則的なものに

なり、 1部で 1人、 2部で 3人が飛び終えてから

開会式が行われた。競技再開後、強風のため、 2

部は 9人が飛んで、午前中の競技は一時中止とな

り、後は教官の気流調査飛行とテレビ中継のため

の模範滑空が行われただけにとどまった。当日は

1部が悪気流のため、複座ソアラーを使用 して、

後部座席に教官が機上採点のため、同乗すること

が決められ、滞空時間も30分以上が採点対象と発

表された。午後から1部は競技を再開 したが、2部

は4時すぎになって、風の間をぬって、1人が飛ん

だだけで中止になった。また、1部 もこの日は滞空

30分以上の者はなく、 6人が飛んで終りになった。

2日 目の29日 は台風の上陸が伝えられたため、中

lLと 決定。 3日 目の大会最終日30日 は、午前中と

きどき/」 雨ヽがあ、ったが風もおさまり、まずは、コ

人清井向

ンディション良好の中で競技がはじめられた。い

よいよ私の飛行の1頂 番が回ってきた。キューと気

持が引き締まる。入賞はともか く安全に飛ばうと

′Ёヽにいいきかせ、自動車からのびているワイヤー

の先を「霧ケ峰式たか 7型Jソ アラー機のフック

に取りつけ、出発用意″の呼称と同時に曳航自動

車がワイヤーを ピーンとはる。「出発″Jの声と

ともに「たか 7Jは滑走、まもなく地面を離れ上

昇、日標の高度に達 した。今までになく落着いて

いる。機首を除々に下げ「離脱〃」の声でフック

からワイヤーをはず し、大阪湾に向け少 し直進、

依然落着いている。第 1左旋回、それから第 2左

旋回までの直進を少 し長い目にとり、第 2左旋回

に入る.第 3左旋回までの長い直線滑空、左下に

本部のテントが見える。高度 も滑走路からの離れ

第10回 全国大会ポスター

∂フ



具合も良好。第 3、 第 4左旋回は 2つ の旋回にはっ

きり分けて着陸態勢 に入れば満足のゆ く飛行がで

きると、第 3、 第 4左旋回に入る。今 までにない

良好な旋回ができ、いよいよ滑走路の前方 下に赤

十字の布が見えて きた。順調に赤十字に向け飛行、

いよいよ着陸。赤十字のほばクロス点の近 くに着

陸。自分 としては満足のできる飛行ができた。午

前中に残 っていた選手全員の塔乗が終 ったが、第

1部 は30分以上滞空の条件をみたす者がな く、滞

空課 日は除外 された。午後 2時か ら閉会式が行わ

れ、入賞者が発表 された。第 1部 、第 2部 とも 1

位、 2位 は関東勢 にもって行かれ、関西勢では第

1部で関学の重水君が、第 2部では幸いにも私が

3位 に入賞す ることがで き夢のようであった。32

年 4月 にプライマ リー機に初塔乗 し、大会で入賞

した35年 9月 30日 の間プライマ リー機98回 、プラ

セコ機47回、セカ ンダ リー92回、ソアラー15回塔

乗。大会を最後に、ソロでのグライデ ィングは終

lL符を うった。今で も年に 1・ 2回練習場を訪間

して、同乗 させて もらい25年前の ことをなつか し

く思い出させて もらっている。本当にグライダー

をやってよか った、と今で も心か ら思 っておりま

す。

(昭和36年卒 )

第10回大会 2部 3位入賞

9θ 航空再開から50周 年ヘ



BOXと教官の随想

三 浦 智 介

同志社航空部誕生と私の生まれた年が偶然にも

同じと云うのも何かの因縁でしょうか。

独断と偏見で雑感を書いてみます。

BOX I三 代記

昭和33年頃は烏丸通西側にプール(現在学生会

館)と 並行した木造 2階建の建物に体育会の各 BOX

があった。確か山岳部が隣りだったと記憶 してい

る。殺風景な、小 さな BOXで、東側窓際にビワ

の木があって、皆が実の熟すのを心待ちにしてい

たものだ。BOXの 人口上に戦前の複葉練習機の

ものだという木製のプロペラが飾ってあったのが

印象に残っている。そのBOXへ下駄ばきでやって

来て、品が無いと云って ドヤされた部員もいたっけ。

2代 目は新町校舎の開設と共にそちらへ移転 じ

た。電池工場の跡とかで赤 レンガの兵舎か工場の

印象が残っている。やはり山岳部が隣りだったよ

うに思う。初代 BOXに 比べると日当りが悪 く陰

気であった。何人もの部員の悲喜こもごもの思い

があちこちにしみこんでいる。

3代 目は目下使用中のBOXで新町校舎に近い。

商店と普通の家にはさまれて、初めて訪れる人に

は一寸見つけにくい。 2代目同様に太陽の恵みか

らはほど遠 く、隔絶された感 じが しないでもない。

しかし、清 く。正 しく。美 しい、女子部員のお陰

で BOXは かろうじて明るさを維持 している。30

余名の部員だと一寸収容 し切れない。部の歴史が

延びるにつれて BOXが備品や トロフィー、雑品

で手狭になるのも喜ぶべきか、はた又、悲 じむべ

きか。

さて、 4代 日は田辺キヤンパスの新格納庫内 ?

この50年誌が発刊される頃に完成しているはず

であろうか。

乞う〃BOXの発展を″ 否航空部の発展を″

教官随想

お世話になった教官はあまり多勢でとても書き

切れませんので、特に印象深い方々に限定させて

いただくことをお許 し願います。

私の新人の頃、八木教官 (明大 OB故人)が最初

に指導 して下さって、その後も何年間かお世話に

なりました。

牧野伊兵衛 OBは学連の訓練部長。私にとって

は雲上人。グライダーの神様と訓練生から畏怖の

眼でみられていました。しかし新米の私も、直接

牧野御大から指導を受けたことがあります。 ドジ

だった私はよく叱 られました。 1年生全員の目の

前でプライマリーを壊 したその日の夜、牧野教官

宅へ事故報告に訪問 したところ、開ロー番「ケガ

は ?」 と声を掛けて下さった。又、何等実績資格

のない私が、 7年間監督を努め、窪田現監督に引

継いだ報告に参上 した時も、牧野夫人から「事故

がなかったのは何よりで したJと 云う言葉を頂い

たがこの 2回の訪間は今 も脳裏に焼付いて忘れら

れません。

牧野鐵五郎教官。
｀
テッちゃん

″の愛称で訓練

生から親 しまれていた方。私にとっては最も身近

で、最も頭の上らぬ教官で私の人生に多大の影響

を与えて下さった恩師です。あらゆる面で一生恩

師を越えることは不可能と悟りました。厳 しい反

面、優 しい素晴 しい教官で した。

北尾直敬教官 (現学連訓練部長)。 教官というよ

りは兄貴分という感 じで共に遊び、共に学び、よ

く叱られ、よく教えて頂きました。

窪田昌三教官 (現監督 )。 本当によくやって くれ

ています。頭の下る思いで一杯。青春の全てを航

9ゴ



空部のために打込んで くれた貴重な存在で、今更

何も云うことはありません。

土田正明教官 (現 コーチ)。 こんなにやって くれ

るとは、全 く思いもかけぬ有難たい誤算で した。

願わくば全国大会優勝を達成 して監督になってほ

しい人です。

田口昇教官 (現学連教官)。 理論と実践。立派で

す。私などがとやか く云えるものではありません。

その他、加藤寛、箕浦健二、塚本一雄、宮地隆

昌、光安恒貴、宮崎裕司氏等の教官を擁 して航空

部は隆盛の一途を辿りましたが、これもOB諸氏

のご協力の成果と考えます。

しかし、ここで忘れてならないことは、昭和44

年福井空港での人身事故後、暫 く同志社内での教

官がブランクになったとき、他校教官の指導を願っ

たことで、今 日の隆盛は、同志社 OBだけの力で

なく、学連並びに他校教官のご協力があったれば

こそで、この点我々は十分に心に留めておく必要

があると思います。

お名前を上げさせてもらえば限りはありませんが、

松田氏 (関大)  山田氏 (愛知学院大 )

中川氏 (関大)  高柳氏 (工学院大 )

谷 氏 (京大)  日野上氏 (立命大 )

辻野氏 (大工大)

の皆さん、その他数え切れぬ方々にお世話になり

ましたことを記 して敬意と謝意を表 します。

伝統は貴重な宝で、尊いものであります。一朝

一夕に成るものではありません。とは申せ何時ま

でも伝統に甘えていては発展は望めません。50周

年を期によリー層の精進と飛躍を期 し、全国大会

入賞を目標に頑張りましょう。特に若手 OBと 現

役部員が大きく羽ばたくよう望みます。

部室にて

牧野教官と牧野 (鐵 )教 官
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イオラスの誕生

「JA0122に 塔乗 します。課日、地 L滑走 J。

ゴムのロープは、プライマリーに引っかけられ、

僚友達は号令をかけながら引っばる。

教官の「離せ/Jの合図でプライマ リーのお尻

から出ているシッポのロープを杭に号|っ かけて機

体を保持 していた者は手をはなす。我がプライマ

リー機はズルズルと動き出し地 L滑走を始める。

たまたまうまく行 くと10セ ンチか20セ ンチ程浮き

上って くれる。初の単独空中飛行である。20セ ン

チと云っても馬鹿には出来ない。身体が宙に浮い

たとたんに今まで見えていた景色が一瞬にして霞

がかかったようになり、ただ、砂色と草色だけに

なって しまう。人懐っこいプライマ リー機は、逃

げまどう僚友を したってひたすら追いかけていく

仕儀と相成るがパイロットは、眼がかすんで見え

夫輝本守

ないのだから、全然気にもならない。ただ、興奮

状態にあるのみ。

我が航空部にソアラーをもとう、と決議された

のはたしか私が 3回生 (昭35年 )の ときだった事を

憶い出す。その頃、パチンコ・ プライマ リーの練

習は、もはや時代遅れとなり新入生と云えども日

本学生航空連盟関西支部が新 しく購入した複座の

セカンダ リーで一挙に150m以 上上げて しまう方

法に変えられた。なにしろ、セ ミプロの運転者が

後席に乗っておられるから動き出しても浮き上っ

ても一向に平気、牛が草を食むのもはっきり見え

る。実際この練習方法の変更は、革新的な出来事

であり、練習生のグライダーの操縦技術を飛躍的

に向 Lさ せた。

このような背景の中で「 ソアラーがほしい/」

やまどり 出発/
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は、夢物語ですませなくなっていたし、それだか

らこそ、部全体が熱気をはらんで「やろう/Jと

一致団結 したのも至極当然のことであった。

大丸の売り子、時代まつりの足軽、葵まつり……。

電車賃支給なし、手弁当。もらったアルバイ ト料

は全てソアラーのために。

勿論、今の時代と同じように OBか らの寄付も

いただきにまいりましたし大学からの援助と借金

もした。

購入資金の目途がたったのは 4回生の秋になっ

てからである。

同期の桜である政君と 2人で京都駅で部員の盛

大な見送りを受けて勇躍、東京に契約 しに出発 し

た。

その後、待望のソアラーは同志社の明徳館の前

で披露され「イオラスJと名付けられた。名付け

親は今でも部長をやっていただいている小野教授

で、我々の卒業 した37年の 4月 頃だったと思う。

あれから24年たった。卒業後、 5年位たった頃

だろうか、関西支部の後輩に後に乗ってもらい宙

返りをやってもらったが砂煙りを上げて ピョンと

飛び上るパチンコから出発 した私にとっては、衝

撃的な出来事であった。

イオラスは同志社の後輩諸君の技術向上をもた

らしただけでなく関西支部の人達にも、大いに役

立って くれた。

我々にとっては思い出深いビッグプロジェクト

であった。

(昭和37年卒)
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高松～八尾グライダー空輸

瀬戸内海特有のむし暑い高松飛行場を練習生の見

送りを受け、朝日のパイパーに曳かれたH-23B型

ソアラー「月星号Jに塔乗 して西向きに離陸 した。

私にとっては非常に記念すべき日であった。

離陸後 しばらく飛行機より少 し高 くつ くハイ・

トウで追随。高度が50m位 になったところで飛

行機の後流の中をくぐってロー・ トウに切換えて

卜l昇を続け、大阪めざして東向きに旋回した。ラ

ンウェイをクロスする時、下を見 Fろ すと今日ま

で一緒に練習をしてきた先輩、同僚、後輩が盛ん

に手を振って くれるのが緑のショールダーの中に

自く印象的に映った。

機 は100m、 200mと ゆ っくり高度を獲 りなが

ら上昇 してい く。左手に高松市街、高松港を眺め

つつ、高度 500mで 屋島、71鋼山の山波を通過 し

た。前方に瀬戸内海の青 く美 くしい海原が開けて

くる。左手下方にはこれ又美 くしく紺碧に映えて

まろやかな入江をした志度湾が見えてきた。

四国の陸地を離れる時に自く長 く引かれた海岸

潔瀬

線を見下す時高度計は800mを指 していた。離陸

後30分頃には淡路島がボンヤ リ見えてきた。おだ

やかな海 Lに 漁船が自い波の尾を引いて走ってい

る。ところが機上ではタブの効きの悪い「月星号J

を相手に悪戦苦闘の最中でロー・ トウでついてい

るのでよけい具合が悪い。「月星号」は赤い塗料

を塗ってあるので金魚が水中の酸素不足のため、

水面下でアップアップしている姿そっくりである。

操縦 している私も同じくアップアップ。

離陸後30分位たつと腕がパンパンに張った感 じ

になって くる。八尾まで頑張れるか心配になって

きた。しばらくパイパーの尾翼を見上げながら操

縦 していると淡路島の白い海岸線がやっと近づい

て来た。日を海岸線沿いに右の方に移すと陸地の

切れ日の所が淡路島と四国の東端の間、つまり鳴

F5海峡だけが黒 くよどんだように見える。

空から下界を見るのは実に面白い。我々の針路

と J度平行に田舎道が見え、そこを砂ばこりを L

げながらオンボロバスが走っている。 J度 タカが

「月星号 J小鳩 に曳航 された
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ウサギでも追っているような場面を思い出させる。

そのバスも追い越 し、淡路島の500m程 の山も越

え、再び陸地とはしばしの別れを して大阪湾に乗

り出す。さすがにここは今度の空輸中一番広い海

域で四方を海に囲まれた感 じがする。フト頭の中

を一つの思いが走った。ここでパイパーがエンス

トしたら、或は曳航索が切れたらどうなるのだろ

う。そうだ対策はこれ しかあるまい/ま ず曳航索

を離脱 して身軽になる。下は海/陸地は遠 くかす

んでいる。さてどうするか、そうだ今日は好天気。

テルミックがあるはずだ。早く探すのだ。テル ミッ

クを掴まえて高度を取れば陸地まで行けるぞ、あ

と500mも とれば大丈夫だろう、だがまてよ、後

席には一寸メ、とり気味の教官をのせていたっけ、

ダメ条件が多すぎる、残念ながら諦めようと結論

を出した瞬間、機体が激 しくゆれた。アソ?!つ い

にやったかと思 った瞬間後席から声あり、「パイ

パーの後流に入る馬鹿があるか″Jなんのことは

ない変なことを考えているうちにへまをやらかし

た訳だ。

しばらくしてやっと落付いた頃、前方に陸地が

見えてきた。左右を見ると海岸線が我々を包むよ

うにわん曲をしてみえる。私の頭の中の地図帳に

明確に色付で記入されている陸地と、今、目の下

に見えている陸地とは全 く同じに見える。大阪湾

から六甲山の方にのびる海岸線、和泉の町々から

多奈川の火力発電所の 2本 のエントツまで全 く同

じだ。なんと地図はうまく出来ているナーと変な

ことにしきりと感心する。 しばらくは首を左右に

振ってこの美 くしいステレオ風景に見入って しま

う。先程の恐怖の一瞬などどこえやら、大阪に近

づいた安心感 もあって晴れ晴れとした気分で飛行

を続ける。
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高松から一直線に泉大津に上陸 し、機首を北に

振って堺市 L空 を通過、少 し曇っていたが見なれ

た風景の八尾飛行場についた。パイパーから無線

で「八尾に着きました、離脱 して下さいJと連絡

が入り、高度 800mで 離脱、滑空に移り3回 4回

と旋回していると生駒山の方からレインシャワー

が近づいて くるのが見えた。気流も急に悪 くなり

機体が大きくゆれ出した。こんなときに限ってバ

リオメーターは(十 )を 示 している。だが残念″教

官殿はスポイラー全開で降下 しろとおっしゃる。

皮肉にも仲々高度はさがらない。教官のイライラ

のせいかやっとこさランウェイ27に 進入着陸。 ト

タンに大粒の雨がザッと降り出す。視界 0と なる

ような大雨、まさに危機一発であった。もう少 し

着陸が遅れたらと思うと身震いが してきた。

応援学生の手を借りて雷鳴とどろく中を格納庫

ヘ ヒタ走り、実にいい経験になった 1時間半の曳

航であった。 (昭和38年卒)

屋島を左手に見て一路八尾ヘ



パチンコとセコ

田 原 嘉 曙

一―パチンコに初めて乗る一―

「 しっかり前見とりや」

「ハイ」(声がのどにひっかかってうまく出ない)

「 コラ〃どつちの手で操縦拝を握ってるのや〃 右手でにぎっとくのや」

「ハイ/J(ますます声が出ない)

「 まっす ぐ前見てJ

「ハイッJ

「操縦梓を絶対に動かすなヨ」

「ハイッー」(ほんならなんのためについてますのや)

「よし′いこう」

先輩はあっちへ行って しまう。

僕はたったひとり。どないしょう。急に飛び上るのとちがうやろナー。

「一、二、」「一、二、」索が延びる。どないしょう。本当に 1人ばっち。

世の中で一番あわれな奴。

翼端にいる仲間を見る。うまいこと翼端持ちやってくれよ。

「放せ″J

ザッザッザッーー ッ ああびっくりした。

ガヤガヤ、ザワザワ。

「 どうやった ?」

「 ウン、なんでもあらへん」

元気のない声で返答する これがプライマ リーだ〃

――セコに初めて乗る一一

「前席、準備よし/J
「サアー行こう一― 」 後から教官様の声。

「キゴー準備J(どんな字か分からんけどあとでキャプテンに聞こう)

あいつの旗、アイスキャンデーや。

「 シ ュ ッパ ー ツ J

ゴロゴロ ギシギシ ジャー  無理やり上空に引っぱり上げられる。

チラッと横を見る。みるみる景色ははるか下。

索切れへんやろナー

急に機体が前にひっくりかえる様になってフワーッと体が浮 く。

アッ/ 離脱や。

ウアー、きれいや。スゴイ。畑がサロンパスの大きさに見える。

グワーと旋回。又旋回、そして又旋回。

滑走路が目の前や、車輪がキュン、権がガリガリガリ。バラバラと仲間が走って くる。

「 どうやった」

「 ウン、どないもあらへん」

耳の穴をほじくりながら返答する。これがセコだ″

(昭和38年卒)
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新米教官奮戦記

日
日

昭和39年 6月 、関東支部以外では、現役学生と

しては、恐 らく初めて教育証明を取得 し、短いよ

うで、長い教官生活が始った。

当時、関東支部では、既に数年早 くより各校に

OB教官が育ち、学連の機材と教官により、各校

から選ばれた少数の部員のみが参加を許された学

連主催の合宿スケジュールを離れ、独自に自校の

機材と教官による単独合宿を行っていたため、飛

行回数は格段に多 く、関西 。東海の各校は大きく

水をあけられていた。関東に追いつき、追い越す

ためには、自校に機体を初めとする機材一式と教

官を持つことが必須条件であり、同時にそれは、

部員全員が 4年間グライダーに乗 り続けることが

可能となる夢の実現に大きく近ず くことでもあっ

た。そのことを早くから感 じていた当時の 4年生、

三浦智介・向井清人両先輩が昭和35年 に新機体購

入計画を立て、後輩に実現を託 して卒業された。

私は丁度入学 したばかりで、当時の 1年生にとっ

てグライダーの総てはプライマ リー(現在香里格

納庫の隅で残骸 となって積み上げられている)で

あって、購入 しようとしているソアラーが一体い

かなる姿を しているものやら、どの位の性能のあ

るものやら全 くわからぬまま、先輩の信念を信 じ、

田窪

敷かれたレールの Lを ただがむしゃらに突走った。

こうして機体の方は、 2年間の部員の汗の結晶

となって、昭和37年 10月 、他校に先がけて複座ソ

アラーH-23C型 、初代イオラスとして実現 し、

新米ながら、教官と機材一式の揃った我部は、関

東以外で初めて一校単独の合宿を開始することが

出来るようになった。卒業を 1年延ばし、且つ就

職後も約 2年間我校の合宿は全期間 1人でlB当 し、

当時の我校の合宿は、日の出と競争するように第

一発が離陸 し、暗くなったランウェイにおいた曳

航車のライ トを目標に最後のフライ トが進入する

ということもしば しばという猛烈振りから、「同

志社の合宿にだけはついて行けないJと他校生に

云わせ しむる程の猛練習を続けた。

その成果は、40年の全日本選手権で、山田裕章

君が0.7点 という僅差で優勝を逸 したものの 2位

に輝いたり、42～ 43年頃は、冬の岡山空港で金甲

山の斜面上昇風を利用 して 3、 4年生が次々と銀

C課目を達成 したりという結果となって花開き、

これ迄の差を一気につめ関東支部恐るに足りずと

いう自信を部員全員が持つことが出来るようになっ

た。そのような技量の伸びと、体質の強化された

部の自信が、複座機から、単座高性能機の導入ヘ

アロウヘ ッ ド
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と向かい、当時は数少かった輸入機、それも世界

の トップレベルにあったKa-6E型 アイオーン

の実現へとひた走ってゆくことになったのは、必

然の結果であったと云えよう。

このように我部は、西日本の学生滑窄界の一歩

先にあって、常に牽引車的立場に位置 して来たが、

昭和50年以降は、他校の発展努力は素晴らしく、

残念ながらその位置もやや後退 していると卒直に

認めさるを得ず、監督としての責任を反省するこ

としきりである。

機体は複座機 一機、教官は 1人、合宿回数 も近

年よりはるかに少かった40年代当時の練習内容と

その成果を、機体は高性能の単・複数機をずらり

と揃え、合宿回数も多 くなった今日のそれと較べ、

種々の状況の好転に比例 して、その内容がレベル

アップしているのかを考える時、遺憾ながら即座

に「YES Jと 云えないような気がする。 4年間

という限られた期間ではあるが、それだけに余計、

進歩を早めるために機材、練習方法の改良や努力

が常に必要である。歴史が証明している通り、我

部では、過去のある時期毎に、それ迄の練習内容

を一変させるような前進と革新を行った実績を持っ

ている。

50年の節目を迎え、我が同志社大学航空部が、

100周 年に向けて更に発展向 上してゆくために、

現役と OBが一丸となって色々な面で努力を積み

重ねてゆく決意を新たにしなければなるまい。

(昭和39年卒)

我が分身 イオラス/
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泥によごれた学生助教

八尾といえば、当時は陸の弧島。その弧島の中

でも学連の格納庫は更に弧島であった。今は地下

鉄が、梅田から直行で八尾。それも丁度学連の格

納庫のあった南側あたりに駅ができたと聞く。今

も学連の格納庫があるのか、無いのか知 らないが

便利になったものである。

単独合宿という言葉は、今ではそれが当り前で

あるが、我々の時代にはいかにも耳新 しく、新鮮

に聞えたものだ。学連の合宿では、教官のテス ト

に合格 した者だけが自動車曳航の訓練に参加出来

たのだが、単独合宿なら部員全員が訓練に参加出

来る。したがって航空部全体が 1つ にギュッと団

結するし、上級生が下級生を指導することもでき

るので、部本来の姿が見られ、張り合いのあるこ

とおびただしい。これこそ同志社の航空部という

特色も大いに発揮できるというものだの

或る日突然、教官が「今日から上級生に指導さ

せるJと いって、瀬川サンに360°施回、我々には

直線滑空を命ぜ られた。一瞬我々は、自分の耳を

疑がった。「俺達に指導させるの一J「本当―J「嘘

/Jと 。ウシシでやってみると、これが又々大変

なこと。八尾の Bラ ンで直線滑空を自分で指導す

るとなるとなんと短かいことか。一寸油断すると

すぐ高度を取りすぎて、滑走路の端まで行って し

まう。

教官は「お前達にまかしたゾ′」と念を押すと

プイッと居なくなってしまった。急に飛行場が広々

と感 じられた。気安さと不安さが同居 したいやに

広々とした感 じである。

誰だか忘れたが (本 当は誰だったかよく覚えて

いるが、敢えて彼の名誉のために忘れたことにし

ておく)、 直線滑空でいやに高度を取りすぎた。

大丈夫か ?機体運搬のために先き回りして滑走路

ゴθθ 航空再開から50周年ヘ
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の端にいた連中が一斉に走り出す。接地はしたが

速度がベラボーに早い。「オーイ〃つかまえろ/J

「おさえろ―」皆必死で叫ぶ。もう滑走路外側の

草地に滑り込んできた。誰もが思わず支柱にしが

みつく。ザッ/ザ ッ〃泥をはね、草を削りとって、

やまどりは走る/。 すんでのことで飛行場端の溝

にだけは、はまり込まずに止まった。一瞬静寂が

あたりに流れる。もう一瞬静寂があたりにただよ

う。そのままの姿で皆がだまって じっとしている。

……やっと誰かがいった。rょ かった―J

か くして、やまどりが飛行場端の溝に飛び込む

のを文字通り身を挺 して喰い止めた我々は教官に

みつからぬ間にと大急ぎでビス トに運び返 した。

「おい、ここの泥を落 しておけJ

「おい、胴体の泥もやデーJ

グライダーを止めるのも必死だったが、泥を落

すのも必死である。

やっとして教官がジープでピス トに帰ってきた。

ピス トには何ともいえぬ白々しい空気が流れてい

る。けげんな顔をしている教官。プイッと横を見

ている我々。沈黙が流れる。「 さあ練習続けるデーJ

叫ぶ声もなんとなく空虚にひびく。

教官は何も云はずに トボ トボ飛行場端に歩いて

行った。「 しまった。権で削った草地まで手が回

らなかったゾー」、ザヮザワしているピス トヘ教

官はニヤニヤし乍 ら帰ってきた。教官がまずニヤ

ニヤ。しかたなく我々もニヤニヤの教官はけずり

とられた草の一つかみを我々にほうりなげて言っ

た。

「お前達のお守 りにしておけ」

(昭和39年卒)



今 も現役

上

同志社大学航空部創立50周 年、お祝い申し上げ

ます。私、昭和40年 3月 卒業以来、はや20年過ぎよ

うとしております。学生時代、「航空部Jに在籍 し

ていたための後遺症か、社会人となってからも、金

と時間と技量も無いくせに(特に金が……
)、「飛ぶ」

ことと縁が切れず、今だにズルズルと続き、友人

知人達から「まだやっとんのか……Jと 驚きと冷

笑と哀れみのこもった言葉をかけられる昨今では

ありますが、「 f可 いってんだ、グライダースポー

ツてのは、ゴルフ以上なんだゾJと 反論なぞ試み

るものの、グライダースポーツとは、どんなもの

か、世間様の知識と関心はとばしく、20年前とあ

まり変っていない状態で、やっばり「マイナーJ

なスポーツだなあと……。しか し「飛ぶJと言う

ことは、やはりすばらしく楽 しいものだという思

いは今でも変っておりません。

今から湖ること5年前の春、モーター・ グライ

ダーでの初ソロの体験、学生時代のグライダーの

初ソロを髪詣させた、よきおもいをいたしました。

時の教官殿は窪田先輩″後で聞いた話 しですが、

私を初ソロに出すのに、かなり悩んだとのこと、

「慎重」の代名詞のような窪田教官からの、初ソ

ロの許可で飛んだんだからということで、クラブ

内では、私の操縦の腕 も、たいしたもんだ、とい

う変なおまけまで、当時は付いたもんで した。

学生時代、航空部に在籍 し、卒業後、何人の人

が社会人になっても、このスポーツを楽 しみ、何

らかの形で、かかわっているか。考えただけでも

さみしい思いをします。もちろん学生時代のよう

な係りかたは不可能だと思いますが、多少なりと

も操縦棉をにぎった人であるならば「飛ぶJ楽 し

さというものを、想い出していただき、学校を卒

業と共に、グライダースポーツも卒業するという

也折
口

図式を変えてもらいたいものとおもいます (私 も

一時期はそうで したが……)。 このスポーツは、

確かに他のスポーツにくらべて、場所と時間を要

し、マイナーなスポーツ。学生時代の特殊なスポー

ツという状態から、ぬけ切れない大きな要因の一

つであることは言うまでもないことで しょうが、

このスポーツは、ライフワークとしても出来るス

ポーツだと思っております。大多数の OBの方は

「昔 しは……昔 しは……Jだけで満足 しておられ

るはずはないと思います。現役と共に出られる場

所と時間がほしいものです。現役学生もOBと な

ります。現在のままでは、大多数の OBの方々と

同じように「鳴かず飛ばずJになって しまい、まっ

たくもったいない思いです。ラクビー等のように、

年令に応 じた現役ぶりを発揮できるシステムと場

所が、グライダーマンにとって、今以上にもっと

あれば「飛ぶ楽 しみJを満喫する人々が増えるも

のと思われます。問題提起のような話 しになりま

したが、私はこれからも、細々ながらでも「現役J

にしがみついて行 こうと思っております。「面倒

くさいJと いう言葉が日に出るようになるという

ことは、日ら、身心ともに老化を証明しているよ

うなもんだと思っております。人が何んと言おう

と「野次馬根生」を保持するよう、努力していく

つもりです。

(昭 和40年卒 )
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君の名は

「白鵠か、美 しい名前だなJそ う思いながら私

はイライラとあせりを覚えた。私が畳に寝そべっ

て手にしている学連の機関誌「方向舵」には学習

院の新機体が写真入りで載っている。私はもう一

度「白鵠Jかと呟いて目を閉じた。

私の属する航空部も近 くH-23Cを購入するこ

とになっている。そして命名式もある予定で、機

名は広 く校内で募集するとのことである。勿論、

部員は我こそ名づけ親にならんとして各々内密に

秘策を練っている。私もその例外ではない。私は

今度こそ自分の案をと大変熱心に美名を推敲 して

いる。今度 こそ″そう、以前に新機体の塗装が部

員から募集された時も私は日夜色鉛筆や絵の具で

美しい塗装を考えていた。ところが私がゆっくり

そんなことをしている間に数人の部員で決めて し

まっていたのだ。それを知ったときの私の口惜 し

かったこと/私が今、「白鵠Jの名を見てあせり

を覚えたのもこの事件が思い出され、今度こそすっ

ぱかされないよう応募 しようと思ったからである。

私は心に浮かぶ名前を片っばしからメモしていっ

た。白鷺、ありも、れた名だな。銀たか、仙雲、狂

雷、これらは私がかって模型飛行機につけた名で

ある。待てよグライダーには女性的で優 しい名が

あ、さわ しいな。エンゼル、ロビン、ローラ、でも

これじゃまるでバーの名前だ。喫茶店の名も厭だ

な。

私は帰省 した時弟妹達に「採用されたら200円

やるJと いって智恵を借 りようとした。すると

「 ドナル ドダックJ「 ダンボーJな どとディズニー

の漫画からや「みにくいアヒルの子」の様に童話

か ら面白い名前を引張 り出 して くれた。中には

「白孔雀Jだの「 あほう鳥」なんてのもあった。

白鳥なんかまあまともな方であった。私は御無沙

ヱθ2 航空再開から50周 年へ

生英一九安

汰 している中学時代の音楽の本を取り出して「 ソ

プラノJ「 アンダンテJ「 カンターピレJ「 レガー

トJ「 レッジェロJな どの音楽記号を物色 し始め

た。「デュエッ トJが一番気に入った。なぜなら

H-23Cは 複座機だし、教官と学生が別々の ?操

作をやって、しかも L手 く飛んでいる。私は我な

がらうまく理屈が合っていると目を細めてはくそ

笑んだ。

私は又、星座の名にもよいのがあるだろうと思っ

たが、残念なことに星座の名の戸籍抄本が見当ら

ないので多 くを数え上げることは出来なかった。

それでも「ペガサスJは羽根の生えた天馬という

ことでいい名だと思 った。「セムシの子馬Jの中

に出てくる天馬はなんという名前だったかなと思っ

た。

私は童話の中を捜 し始めたが一昔も前のことで

なかなか思い出せない。孫悟空の乗った「 キント

雲J「羽衣」「妖精」はどうかな。ギリシャ神話に

も面白いものがあるがその多くは既にロケットや

軍用機につけられている。日輪なんてのはどうか

な、昆虫では「胡蝶Jな んて素敵だ。荘子が夢で

白鵠 (学習院大)



胡蝶になり、彼我の別れを忘れた故事があったっ

け。単に「蝶々Jで もよい。一寸荒っぱいが美 く

しい名前の「野分(のわき)」 これは古文にあった、

疾風のことだとか。

しかし、私のとびきりのお気に入りは春のうら

らの「たんぽぱJで ある。子供の頃野辺でたんぽ

ぽの頭を吹いて風に白い種を飛ばせたのが夢のよ

うに淡 く頭に浮かぶ。あのも、わバ、わと風に乗って

どこまでも飛んで行 くたんぽぽの種。この「たん

ぽぽJと「野分Jと「胡蝶」は特にいいので私の

作った 3機のグライダー模型にその名をつけた。

「同志号 J「 スカイカップルJな んかはあまり良

くない。かといって巻雲なんてのは昔のグライダー

にあったような気がする。

源氏物語から「夕顔Jは どうだ。伊勢物語から

「都鳥Jは ?、「 クロバーJ「 スカイハープ(空の

竪琴)J鳳翔、風神、舞鴎、霞光……。

「 アアッ…」私は悲鳴を上げた。私の頭の中は

漢字で一杯になりそれがゴチャゴチャと踊り始め

たのである。

自分の声に目を醍ました私の頭の_Lに は、まっ

自な風の神「 イオラスJの写真があった。

(昭和40年卒)

全国大会第 2位

勝てなかったのが今でも悔 しい。あれは昭和40

年、第15回全日本学生グライダー競技選手権大会

が小牧飛行場で開催された時のことです。

当時、関西は数年来関東勢に負けていて、教官

を始め先輩達も打倒関東に一丸となっていました。

関西には立命の日野 L君、阪大の大久保君、Fnl志

社田地川主将、岩崎冨1将、田中君等優秀なグライ

ダー野郎達がキラ星の如 く揃っていて、レベル的

には決 して関東に負けない陣容を誇っていました。

か く言う私も密かに一発狙っていた訳です。

大会前の夏の富山合宿は大変厳 しい苦 しいもの

で した。毎合宿そうであったように、この合宿 も、

窪田コーチが教官となって、同志社の選手達の練

習を引張り、伝統ある同志社航空部の栄誉のため

に鬼と化 し、乾いたタオルを更に絞るが如 く我々

を絞りました。私に課せられたのは、帽子の上に

着陸することで した。あの広い滑走路上で点にも

等 しい帽子の上に下 りることは至難の業で した。

それで も最初は20～ 30mず れていたのが最後は

何回か帽子の上に着地 した し、 3m以 内なら絶

対に下りられる自信がつきました。その他テル ミッ

クの強さ、大きさに合わせたバンクの取り方等理

論的、実践的に頭の中に叩き込まれました。オリ

ンピックの体操でもそうですが、着地が旨く行 く

と審判団の採点もグンと良 くなります。窪田コー

チは、既にこの点に気付いていたのです。とにか

く、テル ミックと着地には絶対的な自信を持って

大会に臨むことができました。

大会は好天に恵まれ、各地区共選手達は盛んな

声援を受けて、それぞれがファイトを燃やして競

技に臨みました。私も横風に煽られながら離陸、

パイパーからの離脱までは苦労しましたが、何ん

とか無難に切り抜けました。飛行機曳航は北尾教

ユ早裕田山
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官直伝の繊細で柔 らかな操縦術が物を言って離脱

後すぐに弱いテル ミックを感 じ旋回を始めました

が、余りにも弱 く、結局はあきらめざるを得ませ

んで したが、これが唯一の失敗で着陸は猛練習の

お陰で指定地の ド真中にピタリと決めました。後

で聞くと滞空時間18分 30秒 とのことで、あと 1分

30秒飛んでいれば自動的に何点か加算されて完全

に優勝できたのにと思うと今でも悔 しくて仕方あ

りません。優勝は阪人の大久保君で した。私との

差は実に0.7点 というきわどいもので した。 5位

に日野上君が入りました。 しか しながら、既に予

感 していた通り、関西から優勝者が出て我々の世

代で関東に勝つことができホッとしたのも事実で

す。

今は後輩達が私の果たせなかった夢をスケール

の大きな飛びで実現 して くれることを祈っており

ます.

(昭 和41年卒 )

第15回 大会 2位表彰

関西支部選手に胴上げされる北尾教官
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