
わが青春=グライダー

あこがれの同志社に入学が決り、京都での学生

生活に胸をあ、くらませた雪国の純朴な青年に幸運

の女神がほほえんで くれました。

昭和37年 4月 L旬 、新潟駅から夜行の急行列車

北国号 に乗車 した私を、幸運の女神 (そ の名は

AEOLUSと い う)が 、とある座席に誘導 して く

れたのが航空部への入部のきっかけでありました。

私の前の席に大阪の八尾空港に中研の合宿に向

う中央大学航空部 4年の Kさ ん(新潟高校の先輩

でもありました)が おられたのです。

京都までの車中でグライダースポーツの魅力を

お話 していただいたことがきっかけとなりました。

高校の 2年先輩の知野さんが同志社航空部でご活

躍されていることをお聞きし心強 く思い、入部い

たしました。

思い出は尽きませんが何といっても、兵庫県の

鵜野での合宿で北尾教官に顔を殴り飛ばされたこ

とが印象に残っています。

教官は高度 200m以下での360°旋回を禁 LLし て

おられたのですが、私はこの禁を犯 し旋回を始め

たので した。

『田中、高度は』と無線での教官のきびしい声 .

げ
高度 180mで す。』…… 着陸後の報告が終った

途端に物凄いげんこつかビンタかわからない奴を

左の頼にくらって 2～ 3m飛んで しまいました。

ギャフンという目に会わないとわからないとい

う私の性格はいまだ直りきっておらず、時折、そ

の時の痛さを思い出して感謝 している次第です。

北尾教官は怖い人でもありましたが、その反面、

後輩思いの型破りの先輩で した。

大阪でお酒を御馳走 して くださった早春のある

晩に、春の大雪に見まわれて しまい、田辺町に帰

れず 2人で森の宮のラブホテルに投宿 し、同じ布

信中田

団の中で眠ったこともありました。

次に思い出すのは、初ソロの見送りで した。

2年の春に八尾での合宿で塔乗回数が27回の頃

に北尾教官に初ソロを許可され、待機 しておりま

した。

2年先輩の鳥FI先輩が満足そうに見まもって く

ださっているなかで、教官が『田中、大丈夫か、

自信はあるか。』と何気無 くたずねられたので、

ビ
少 し心配です。』と正直に答えました。すると、

『 そうか。じゃ一やめよう。中止だ。』といわれ

ました。

鳥田先輩が大変ガッカリされ、後で、『 田中よ、

27回 で初ソロするのは関西では新記録でな一。わ

が同志社の後輩養成の努力の評価でもあったんだ

ぞ。お前は正直すぎるぜ。』これ以来、何でもま

ずやってみるというチャレンジ精神をモットーに

しております。

自分の塔乗回数を減 らしてまで我々後輩の養成

に努力された先輩や車両の修理や曳航に専念され

た先輩や l・ 期の仲間の支えがあって飛行練習が出

来たことを感謝 しています。

ちなみに、私の初ソロは 2年の 8月 の中級免許

のための合宿の最終日にようやく許可されました

が、なんと、76回めのフライ トで同期のなかでは

最終で した。

3年の夏に大学選手権の関西 。東海支部の予選

が八尾で行なわれ、幸運にも2部で第 2位 となり

ました。

初ソロを延期された北尾教官が後席で採点 して

くださったのですが、私の成長を見ていただきた

いと、気持を集中できたことが良い結果をもたら

したようです。

北尾教官が飛行の後に『 うまくなったなあ。』
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といわれ、ニッコリされた笑顔がなつかしく思い

出されます。

この年の小倉での全国大会では同期の山田裕章

君が 2部競技で 2位 に入賞 し、先輩や同期の桜の

喜びは大きく、以後の飛躍につながったと思われ

ます。

全国大会の後、小倉から松山までH-23Cをパイ

パーに曳航されて弘中教官とご一緒に空輪 した飛

行や、富山空港で H-22Bで河原に不時着 したと

きの恐ろしかった飛行なども時々思いだされます。

グライダーは優柔不断の怖さと上昇気流 (環境

の力)の有効利用を教えて くれました。

私にとって航空部での体験は大学生活のほぼ全

てでありました。授業では学べない知恵と精神力

を身につけさせて くれ、多 くの先輩と友人を与え

てくれました。

1回 ごとに命をかける飛行の体験が青春時代に

出来て良かったと感謝 しています。

また、馬鹿馬鹿 しいことに熱中したことも楽 し

い思い出となっています。

来年は創部50周 年で11月 頃に記念パーティーが

開催されるとのことですが、お世話になった教官

ならびに諸先輩、一諸に合宿 した後輩の皆さんや

卒業 して丁度来年が20周年にあたる同輩の諸君と

の再会を楽 しみにしております。

昭和41年卒業の田地川君、緒方君、中村君、岩

崎君、山田君、中河君、正木君、皆で約束 した事

を覚えているかなあ。

『20年後にモ条大橋の真ん中で必ず会おうやな

いか。それまで しぶとく、元気でなあ』最後にな

りましたが、同志社航空部の一層の充実と皆様方

のご健勝を祈念いたします。 (昭和41年卒)
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4年間の機体の思い出

霧 ケ峰式はとK-14型 (JA0122)に 関する思い

出は、私が昭禾Π38年航空部に入部 して初めての新

人生主体のプライマ リーの合宿が、木津川の玉水

の川原にて行なわれ、新入生の訓練が終り、合宿の

最後に、先輩の T氏の模範飛行の時に、ゴム索を

走って引張ると(T氏 の体重が80キ ロ以上もある

為、走ってゴム索を引張リゴム索の張力を大きく

しないと機体が浮上しない。)ゴム索が古いので、

ゴムがプチプチと音を立てて切れ始め使用不能に

なってしまい、機体はまだ飛行可能で したが、ゴ

ム索の入手が出来ず、」A0122は 、私達の新人合

宿が最後の飛行となって しまいました。その後 し

ばらく玉水に格納され、香里の格納庫が出来てか

らは、香里の格納庫で永らく眠っていましたが、

今回50周 年を記念に学生達の手によって復元され

るそうです。

萩原式 H-23C(」 A2047・ イオラス)に関 しては

私の入部する前年の秋、当時としては最新のしか

も関西では初めて購入された複座ソアラーで、38

年春の入部時には、まだ20日程 しか飛行 しておら

ず、入部後初めての八尾空港の合宿では、先輩達

が八尾の長いタクシーウェイを機体運搬され(機

体運搬は 1年生の仕事で したが、イオラスだけは、

1年生には、さわらせてももらえませんで した)

ていたのがたいへん深 く印象に残っています。し

かし、それもしばらくの間で夏ごろからは、 1年

生もイオラスで訓練を受ける様になり、ヨ1練 。初

ソロ 。受検 。C章獲得等、 4年間の飛行の大部分

をイオラスのお世話になり、いろいろ思い出の深

い機体です。なおイオラスは、その後昭和53年 ま

で活躍 し、非常に多 くの学生がお世話になり、数

多くの思い出を残されたと思いますが、無事、無

事故でフライ トを終え、訓練の座をイオラスⅡ

晏啓盛河

(ASK-13型 。JA2256)に ゆずり、現在は香里の格

納庫で、機体保存され骨を休めております。

アレキサンダー・シュライハー式Ka 6E型 (JA

2096・ アイオーン)に ついて、私の在学中には、

実物はまだ入っておらず、飛行での印象はなしで

す。私達が 4年生の幹部になった時、立命が単座

機を購入するという話を聞き、同志社 も、単座機

がなくては、同立戦で対等に戦えないし、又記録

飛行にも単座機が必要ではないかという話が持ち

上り、単座機購入の準備として、寄付集め、アル

バイ トによる購入資金の積立を始め、購入の契約

をし、そして卒業の翌々年の昭和43年 に購入され、

今年(昭和60年)に西独へ里帰りをし、オーバーホー

ルされ、今年夏には再び元気な姿で飛行を再開 し、

今後も活躍を続け、数多 くの学生が、まだまだお

世話になると思います。以上 3機が、私の 4年間

の在学中に数々の思い出をつくって くれた同志社

の在籍機体です。

(昭和42年卒)

八尾で活躍するイオラス



青春のとき

竹 鼻 信 昭

航空部、創部50年を迎えられ誠におめでとうご

さいます。OBの一員として大変喜 しく思います。

近頃は、テレビのコマーシャルにも美 しいソアラー

の画像が出て来る様になり、我々の時代のグライ

ダーに比べると格段の差があり、隔世の感を強 く

感 じます。

練習でも、今はヒコーキ曳航が中心とか、昔は

ヒコーキ曳航は中研の時にしか出来ず、主力は自

動車曳航でした。又、グライダーの中心はH-23C
と呼ばれる鋼管、羽布張りの機体で したが、最初

の頃は、確か
｀
やまどり

″
とか呼ばれた風防が前

だけしか無い機体や、H-22等のセコンダリーで

した。

私の初ソロは立命大の H-22だった様に記憶 し

ています。最も印象深い飛行は、昭和41年 12月 1

日の岡山空港での 6時間近い滞空飛行ですが、最

も素晴しい飛行は、なんと云っても、高松空港で

の初ソロです。晴天の 5月 頃だったと思いますが、

今でもその時のことは脳裏に焼き付いています。

青春の情熱と友情の中で、青春の涙と汗の中で、

再び大空に翔ることはありません。

現役の諸君は、与えられた好条件にあまえる事

なく、グライダーを通 して、青春のこの時を充分

に謳歌 して
~Fさ

い。

最後に、同志社大学航空部が益々発展される事

をお祈 りいたします。

(昭和43年卒 )

燃ゆる思い

小 野 田  教  弘

同志社をはなれて15年。多 くの航空部 OBがそ

うである様に、私もまた、グライダー合宿の苦 し

い思い出は忘れられません。

思えば、 1回 生の 5月 、「空を飛ぶことは美し

い、飛行機は空を飛ぶ、故に飛行機は美 しい。J

この三段論法に魅せられて、新町校舎の部室の門

をたたいて、入部の申し込みをした時に、私を勇

気づけて くれたのは、当時 4回生であった、田地

川先輩でありました。初の高松合宿。その時の初

の慣熟飛行。後席の教官は、当時 4回生の山田先

輩でありました。フワーという壮快感。空から見

た田んばの美 しさ。シューという空気音。空を飛

んでいるという実感。まさに少年時代からの夢が、

かなえられた気持ちでいっぱいで した。

思えば夏の富山合宿。強烈な8月 の太陽の下、

同期の桜 6人 と苦 しみを分かち合い、無事11日 間

の長期合宿を終えた時の喜び。一生忘れられない

のは、外出の門限を守れなかった為、富山空港を

地 L場周をしたこと。ちなみに地上場周で編隊飛

行をしたのは、同期の広瀬、そして飛行命令を下

したのは、現在、日本オ リベッティ勤務の山田先

輩であります。

思えば、 2回生の時の中免の高松合宿。北尾教

官から侮辱と罵声をあびながらも、やっとの思い

で取得できた、自家用操縦士免許。ついでに、北

尾教官のきびしさにはびっくりしましたが、その

後御結婚されたと聞いて、同期の桜全員で 2度びっ

くり。

思えば、 3回生の秋の富山合宿。初の H-23C

単独飛行。現在今回空パイロットの山田教官に教

えられたソアリングテクニック。 トンビと共に飛

んだ思い出。 上空からの富山平野の農家から上が

る夕げの煙。富山湾の夕日のはえの美 しさ。今で
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も青春の美 しき思い出であります。

航空部時代、高松空港・八尾空港 。岡山空港・

鶉野飛行場 。富山空港・福井空港・妻沼滑空場と

多くの滑走路を体験 しましたが、将来いつの日か

お、たたび訪れてみたいと思うのは鶉野飛行場であ

ります。現役学生諸君は、御存知ないかもしれな

いが、私が現役 1回 tの冬 1度だけ合宿をしたこ

とがあります。旧日本陸軍の飛行場で場所は兵庫

県の加古川市より北に約20キ ロほどの所でありま

す。現在その飛行場がどうなっているかは、知る

由もありませんがなぜか深 く心に残っている所で

あります。

次に、卒業 して最も悲 しい出来事が 1つ 。就職

2年 日の秋、セールスの途中 ドライブインでの昼

食中、テレビニュースで知った福井空港でのグラ

イダー墜落事故。それによる後輩山田君の遭難。

彼の入部を許可 したのは、他ならぬ当時のマネー

ジャーであった私本人であったからであります。

今は、グライダーから全く縁のないサラリーマ

ン生活となっていますが、ついつい航空情報に目

が向いて しまい、現役学生からの、BOXだより

を楽 しみに、読ませてもらっております。経済状

態等多 くの苦 しい事が待っているかと思いますが、

今後とも現役学生諸君の無事故と御活躍を祈って、

ベンをおかせていただきます。

(昭和44年卒)

※うずらの飛行場
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鳥人たちは今

治

かってその風貌とその技量で全国の大学航空部

に「同志社にアニマルありJと恐れられたつわも

の吉岡も今や 2児のよきパパ。八尾界隈に居を構

え民間航空会社の中堅パイロットとして連日のフ

ライ トに多忙な日々を送っている。この間も「今

日は高松へ飛んできたからおいしい讃岐ウドンを

買ってきたか ら取 りに来いや。」と連絡が入った

り、「今、北海道や。ここはやっばリビールがう

まいで一Jな どとTELが入ったりする。

そもそも航空部員と言うと伝統的に個性豊かな

(変人に限りなく近い ?)人間が多いものだが、各

地の飛行場をところ狭 しと暴れまくった彼のエピ

ソー ドは数多い。ある富山合宿であったか、着陸

進入時、並いる教官(北尾さんですゾ)、 上級生の頭

上、ピス ト上空を、ナ、ナント高度100mで 悠然 と

通過するではないか。……・もちろん「チジョウジョ

ウシュウJに「 ウデタテフセ」のおまけがついた

のは言うまでもない。又「初ソロJの時心配のた

め朝から何 も食べ られなかったコーチを横目に無

事着陸後、「 ほんま、ヨカッタデーJと 真っ黒な

顔で大喜び したものだ。「真っ黒な顔」と言えば

合宿帰 りにあの風貌に無精 ヒゲで早朝に御所のあ

たりをうろついて京都府警の「職務質問Jに あっ

たと言 う話などはもはや伝説的でさえある。

「初ソロJと 言えば女房の誕生日は忘れても自

分が初めて独りで大空を飛んだ日は生涯忘れない

ものである。当時ほとんどは 1年生の終りか少な

くても2年生の夏の合宿には初ソロに出るものだ

が、ガンバ リ屋の箕浦などは熱心に他校の合宿ま

で参加 して早 くも 1年生の秋に40発台で初ソロに

出た。しかし、残念ながらそれは他大学の合宿で

のこと、同期の者や部員からも祝福されず、その

直後の単独合宿の技量チェックでは、当時の窪田

」Fθ 航空再開から50周年ヘ

清村南

鬼コーチに「 どこの合宿でか知らんが、ようそん

な腕で初ソロに出てきたなノJと 軽 く一蹴され、

あまつさえ完全にホサれて しまって日も聞いても

らえなかったとか。そんな彼も今や、脱サラの後

1級建築士事務所を開設 し仕事の方も順調のよう

である。今後航空部関係の建造物はすべて彼の設

計によるものになるかもしれない。

今やテレビ・冷蔵庫・ クーラー付の個室で優雅

な学生生活を送 っているみたいだが、当時は皆

「下宿生活Jが ほとんどであった。 4畳半 1間 に

あるものと言えば、コタツに扇風機。それにラー

メンを炊 くナベぐらいなもの。特に花井がいた下

宿などはひどいもので、夏は西日にむせかえり、

冬は部屋の水が凍りつ くというオソロシイ状況で

あった。それでも奥川や喜田、箕浦、アニマル、

ナンソンなどが連日入れ替り無銭宿泊していた。

人の本性は「善Jであるという「性善説Jは後に

花井によって証明されたと言っても過言ではない

と思う。まあそんな彼も「憧れ」の幼稚園の先生

を奥さんにもらって横浜の航空機整備会社に務め

て毎日幸福な日々を送っているようである。

「合宿Jと「勉学Jの両立と言う永遠に解決さ

れない問題に、部によるアルバイ トや 上納金まで

つけばもはや「青春とは耐えることなの ?Jと絶

望的にならざるをえない。特に工学部の連中など

は実験や演習があるので更に悲惨である。そこで

どうしてもやりくりがつかない場合、語学などは

最終的には「代返Jに なってしまう。奥川が同期

の者にたのまれてある独語の授業に代返で出席 し

てみると、なんと 1時間前に出た自分の授業の先

生であったため初めから終りまでついに顔を上げ

られなかったとか。奥川は今、車両製造メーカー

に、喜田は外壁建材メーカーに勤務 している。



「ウインチJだ
「
飛行機曳航 Jだ と言って も、

やはリグライダーは「 自動車曳航 |が 1番。キャ

デ ラックや クライスラーな どの V8エ ンジンで

い っきに高度300mま で曳き Lげるさまは華麗に

して優雅、見るからにロマンがある。とは言 うもの

の、そこは占労 してあちこちか らかき集めて きた

ポンコツのアメ車。かわいい新入部員などは宿舎

の横 に置 いて ある曳航車を初めて見て、「 コ、コ

レ動 くんですか ?_1と 半信半疑で きわ っていると

横 にいた 自IJl車係 のボスが、「 あた り前や、コレ

が全部員の命を預 ってんねや/Jと うそぶ くのを

聞いた当の新 入部 員は合宿が終 るや、「 ボ、ボク

退部 させて もらいます。Jと 言ったとか。

(昭和45年卒 )

幻の優勝

斎 藤 憲一郎

昭和44年 12月 16日 、全日本学生選手権全国大会

4日 日.妻沼滑空場は快晴.北の風10m前 後 .

最新鋭の Ka-6E。 2096号で優勝を狙う我クラブ

の栄えある選手として出場 した私の塔乗である。

Ka-6Eでのウインチ曳航は、今大会が始めてで

あり、加えて 10mの 風のフライ トが操縦を困らす

要因ではあったが、大会 4日 目でようやく慣れて

きたようだ。「出発/Jあっという間もなく離陸、

高度50、 70、 80m… 速度130/早 過ぎる、機体の

ガブリも激 しくなる。危ない/ス ティックを押さ

えるが減速 しない。マイクにむかって「ウインチ

スロー |を 連発する。「駄目だ″ Jこ のままでは

高度が取れない、やり直しを決意。「離脱/高 度

130、 只今のフライ トキャンセルJを宣言/

「あれ/??J機 首が Lを むいている。バ リオ

+4…何故 ??高 度 150、 200、 300、 もしやテル

ミックでは、右旋回に入る。高度はグングン上が

る。マイクにむかって「 ピス ト、ピス トJと 呼び

かけるが返事なし、ひょっとしてキャンセル宣言

も伝わってないのでは、やってみるか、またたく

間に900mへ L昇。今迄経験 した事のない大きな

テルミックだった。

規定の最長コースを楽々と飛行、広い関東平野

の景色をたん能して、無事帰還/キ ャノピーをあけ

たとたん、「何を 1人 で遊んできたノ阿保っ′早

くおりて次と交替せんか、折角のチャンスを逃が

しおって/Jマ イクの調子は、悪かったが、「キャ

ンセル」の声だけは、情けなや、全員にはっきり

と伝わっていた。

結局大会中で発生 したテル ミックはこれ 1つで

あった。あの時、キャンセルさえ言わなければ、

間違いなく優勝していたのに、ひょっとして私の

人生も変わっていたかも知れないのに/当 日の滑
※自動車曳航で一気に上昇 ./



空記録 高度900m、 時間27分……。

今は過ぎさった貴重な時を想い出す度、仲間に

対するさん悔の念 と、あれ も素晴 らしい経験だ っ

たという満足が、複雑に頭の中をよぎってい くの

です。

「 鳴呼〃 幻の優勝者… ここに在 り。J

(昭和46年卒)

積極・大胆

D・ Uo AoC 50周 年おめでとうございます。日

頃は御無沙汰ばかりして申し訳有りません。同志

社を出てか ら、メンズアパレル (糸申士の既製服業

界 )と いう世界に入 り、皆様にもお判り頂けると

思いますが、現況ではレディース部門と少 し違い、

土 。日曜日集中型の業界でありまして、これらの

日は休みがとりにくくなっていますのでどうかお

許 し下さい。気持ちの方は何 ら遠ざかることはな

いのですが、せめてもと、OB会費等は必ず
｀
参

加
〃

させて頂きます。又、送って頂いた部報とか

は常に熟読 しておりますゆえ、今後とも宣 しくお

願いします。

このメンズアパレル業界には、私の 1年先輩の

加藤寛さんがおられます。又、私の大賀閉内に同

志社 OBも 多いのですが、スポーツユニオン関係

としては、馬術部の主将をされた方が 2人 おられ

ます。

現実に社会人生活をそこそこ経験 した上で判り

ましたが、私は現役時代、主務をやりましたので、

OBの方々と接 しさせて頂 く機会も多かったので

すが、今から思うと、行動・礼儀の点で非常に失

礼をしたことを色々思い出します。だから学生な

んだと云えばそれまでですが、伝統有るラグビー

部の主務だった長田君などを思い出すと、実にしっ

かりしていたなあと今でも感心 しています。又、

航空部の最近の主務 。副務の方々も非常に立派だ

と思います。かと云って、一番大切なのは、やは

り学生特有の積極さとか大胆さだと思いますので、

最低でも私にだけは、今後もどんどん厚かましく

迫って来て頂けたらと願います。

最後に、DoUoA・ Cの益々の発展を祈ります。

起博井己J

※妻沼滑空場 (昭和54年春)
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15年プラスこれから

土 田 正 明

航空部に入部以来、この15年間、学生として、OB

として、そして社会人コーチとして部の流れを見

てまいりました。

学生時代には、一時期、合宿活動が停止になっ

たこともありました.

また、社会人として、九州勤務時代には、福岡

よリコーチとして合宿に参加 した事もありました。

そして、その間には、滑空場 。機体・ 曳航方法、

格納庫等々、部をとりまく環境は、大きく変化 し

てまいりました。

しかし、この様な大きな変化の中で、変ってい

ないものは何か。

それはまず第 1に 同志社の学生気質です。良い

グライダーがあれば、塔乗 したくなり、困ってい

る他大学のクラブがあれば、機体や機材を貸 し出

し、教官を派遣する。

集団アルバイ ト。香里格納庫での機体 。自動車

の整備等、まさに東奔西走 してがんばる姿であり

ます。

そして、第 2に 、小野部長、尾田会長を中心と

した OB会であります。

学生に良いアルバイ ト先を斡旋 し、合宿に来て

現役を激励する。

また、寄付金を集め、部の発展に還元する。こ

れまた、東奔西走 して下さる先輩の方々の姿であ

ります。

そ して、今、DUACは 、創部50周 年を迎え、

これからの学生に対するOBの方々の期待は、増々

大きくなっております。

そこで、コーチとして、現役学生に望むものは、

諸先輩の方々によって畜積された、同志社の気質 。

伝統・機材を十二分に活用 して、さらに結束を固

め、「全国優勝」を目標に、活動 してもらうこと

であります。

(昭和49年卒)

貶
時

魃羹
激励する OB会
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創部50周年によせて

速 見 直 喜

昭和45年 4月 、オリエンテーションで賑う今出

川キャンパスで、高橋彰先輩に呼び止められ、航

空部というクラブが、大学に在存する事を、はじ

めて知りました。

その時はただ、住所 。氏名だけをのべ、烏丸通

りを学生会館に向って歩いていると、今度は、大

久保雅史先輩に呼び止められました。

グライダーで空を飛ぶという事よりも、ほんの

数分の間にこうして 2人の航空部の先輩に出合っ

た事に、心がひかれ入部を決意 しました。

はじめての部会。御所での訂1練。福井での新人

合宿。真夏の富山。そして楽 しかった霧ケ峰合宿。

初ソロに出た吉井川合宿。台風の直撃を受け、真

夜中、腰まで水につかりながらグライダーを高台

まで避難させた妻沼合宿。主務の仕事の為、教室

よりもよくかよった体育会本部……思い出は尽き

ません。

そして、その 1つ 1つ の場面に、懐 しい仲間達

の顔がうかんできます。

思えば、航空部は私にとって、思い出と人間関

係の宝庫であります。その航空部が今、創部50年

を迎えようとしています。この半世紀の間には、

戦争という大きな歴史の激動があり、その中で、

青春時代、学生生活をおくり、戦死なされた先輩

も数名おられるとのこと。

私の様に、平和な時代に、学生生活・ クラブ生

活を送る事が出来、数々の友情と知己を得た事は、

本当に幸運であります。

その幸運に感謝するとともに、航空部の益々の

発展の為、今後も微力ではありますが努力するつ

もりであります。

福井空港

※富山空港 (昭和39年頃)
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私 と航空部

野 崎 純 一

航空部創立50周 年ということで非常に喜ばしい

ことですが、私は昭和52年卒業ですので考えてみ

ると、在学中に40周 年を迎えていたわけです。そ

の時にまとめのような作業を しておけばよかった

のですが、何もしないまま卒業 し、10年 ちかい年

月が経って しまいました。私の後輩は色々と実績

を残し、航空部にも貢献 していると聞き、私たち

の世代のいたらなかった点を補って くれていると

感謝 しております。そこでこの50年誌の誌面をお

借りして、昭和50年前後の航空部の様子を記憶を

たどりながら書いてみたいと思います。

昭和48年 4月 に私は入学 したのですが、同期生

は17人 おりました。オリエンテーションのときに、

当時 4年生の坂井先輩に新町の部室に連れていか

れ、島田先輩のつ くった映画「 イオラスの恋人た

ち」を見せられ、勧誘されたのですが、正直言っ

てそれまで飛行機とかグライダーに縁のなかった

私にとっては大学の体育会のクラブに暗い部屋で

強引に勧誘されたために入部 したようなもので し

た。当時は数年前の福井空港での事故のために、

活動を自粛 していた期間があったため、 3年生が

2人、 2年生が 2人 という状況で、航空部の将来

が暗かった時代だったと思います。それで当時の

4年生がクラブの建て直しのために、かなり強力

な活動をしたのだろうと思っています。その結果

が17人 という新入生を入部させたわけですが、卒

業時に残っていたのは、私を含め 6人で した。し

かし、その時の新入生の同期生で奈々山会という

同期会をつ くり、今でも毎年 1回例会を開催 して

います。このクラブを通 じてできた友人たちは学

部の同級生のつき合いに比較にならない程深いつ

ながりをもち、学生時代のなつかしい思い出になっ

ています。校祖新島嚢の墓参や祇園祭なども航空

部に入っていたためにできた思い出であると感 じ

ています。

私事が長 くなりましたが、私の在学中には次の

ようなことがありました。

。香里格納庫の完成

・H-23Cイ オラスのオーバ

「

ホール

・同志社100周 年

。木曽川での合宿の開始

。部室の新町から室町への移動

。第 1回関西学生グライダー競技会

。神戸大学の事故

その中でも香里の格納庫は小野先生の御尽力に

より、それまでの八尾空港の学連の格納庫とは較

べようのない立派なものをつ くっていただきまし

た。八尾の格納庫と言えば、台風のシーズンにな

れば、扉の補強に行ったり浸水 したことを思い出

します。浸水した所へ車で走っていき、溝にはまっ

たり、主翼の上げ方が足りなかったため、水につ

けてオーバーホールすることになったような失敗

も思い出されます。今となっては学生時代の思い

出のひとつですが、当時は京都から八尾まで行 く

のはたいへんで した。

同志社の田辺移転に伴い、格納庫もさらに立派

なものができると思いますが、これからの航空部

の発展をお祈りし、私も微力ですが応援 したいと

思います。

(昭 和52年卒 )
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イメージと現実

細くムダのない胴体から長く伸びた白い翼、空気

抵抗を最/Jヽ にするため鏡の様にみがきあげられた表

面、音もなく雲から雲へ青い空を飛び回る。これが

私のイメージするグライダーであった。 しかし昭和

50年春、今出川キャンパスで見たKa-6Eは す

くなからずイメージをこわして しまった。羽布張

りで リブとリブの間が波うった翼、くたびれてあ

ちこちひび割れ したペイント。「 これは世界でも

高性能機で 日本には数機 しかない。Jと説明され

ても「本当 ?Jと半信半疑であった。空が好きで

それまでずっと模型飛行機を飛ばし続けて来た私

は本物に乗れる(別 にグライダーでも飛行機でも

何でも良かった)。 これだけの理由です ぐ入部を

決めた。

そして最初に塔乗 した H-23Cはまたもや私の

グライダーに対してのイメージをぶちこわして くれ

た。……なんだなんだこれは〃まるで台風ではな

いか。音のない空中散歩を期待 していたのに…。

でもコントロールすることの楽 しさは格別でこれ

が私をグライダーの世界へのめり込ませた。お、と

気がつ くと卒業する頃には飛行回数は1,000回を

超え、操縦教育証明、 3等航空整備士といういか

めしいライセンスまで手にしていた。おまけに今

は日本学生航空連盟の教官として飛行機やグライ

昇口田

ダーを仕事として乗っている。しかし、その間に

イメージと現実のギャップは、確実に小さくなっ

た。初めて Ka-6Eに 乗 った時、音 もなく空を

飛おゞというイメージが現実のものとなリプラスチッ

クグライダーの導入により美しいグライダーが数

を増した。Ka-6Eも 悪 く書いたが木製モノコッ

クとしては最高に美しい機体だと思う。しかもオー

バーホールでピカピカになって帰って来た。もし

私が今 1年生なら最初に書いた印象はかなり違っ

たものになったと思う。音のうるさい H-23Cも

乗れば乗る程バランスの良さ、操縦の容易さが実

感としてわかり、もう乗れなくなると思うと残念

でならない。そんなこんなであっという間に10年

間が過ぎた。その間の同志社大学航空部を私なり

にお、り返って見ると私の入部 した50年 と次の51年

はつづけて死亡事故があり、特に51年の吉井川の

事故で吉井川訓練所は使用中止となり、飛びたく

ても飛べない時期であった。同志社も50年秋合宿

の陸送事故等により飛行回数がのびず私自身のロ

グでも18回 しか飛んでいない。吉井川訓練中止後木

曽川滑空場での東海支部との共同訓練が軌道にのり

はじめようや く飛べる時期になった。Ka-6E
が現役学生で再び活用できる様になったのもこの

ころ(52～ 53年 )で ある。しかし、飛べなかった時

Fゴ 6 航空再開から50周 年ヘ

ASK-13イ オラス



期は教官育成に影響をおよばし合宿を計画 しても

教官がいない。学連の学生委員会では教官の決まっ

ている学校から合宿を決定 してゆき同志社 もかな

りくや しい思いを したと上級生に間かされた。当

然部内にも教官育成の気運が高まり53年以後 7名

の教官が誕生 し現在に至っている.54年頃からは

訓練効率 も上がる様になりその後の ASK-13新

イオラス導入により ASK-13→ Ka-6Eと いう

学生訓練では理想的な形態になりKa-6Eは 3

年生が使用できる様になった。

しかも、同立戦の復活、/1N国 大会の再開により、

体育会航空部としての大きな目標ができた。飛ぶ

時期がおとずれた様に思う。そして50周 年を機に

ASK-23の 導入……。今か ら思 うと私の在籍 し

た50～ 53年は活動に波があるとすれば谷から山ヘ

の移向の時期ではなかったかと思う。個人的には

競技会 らしい競技会もなく目標をただ飛ぶことに

しかおけなかったことを残念に思うが、活動の山

に向けての準備期間、一番おもしろい時期であっ

た。現在の活動はある程度山に登りつめた時期に

見える。現役の諸君は良い時期に入部 したと思う。

機材にも恵まれ大きな目標もある。

50周 年を機にもっと大きな山へ登ってはしいと

思う。

(昭和54年卒 )

今 も変らぬ心意気

若 代 喜 彦

私が現役であった頃の昭和51年から55年、滑空場

は吉井川から木曽川へ、機体はH-23Cか らASK

-13へ 、そして Ka 6Eの本格的活用へ、それは

数々の想い出がありました。50周年に寄せて想う

事は、各年代の歴史は、現役諸君の努力によって

作られて行 くものであり、その土台はOB諸 氏の

努力によって築かれていたものであるという事で

す。また現役の活動を見まもる大勢のOBや 、学

連の皆様の御尽力には、すべての部員が敬意を忘

れてはなりません。バイトに、合宿に、勉学に、

それぞれの年代で「あの頃は苦労 したもんだ″J

と想いおこすことで しょう。しかし、それこそ今

も昔 も変らぬ航空部魂ではないでしょうか。機材

と共に情熱も引き継ぎ50年、プライマ リーもソア

ラーも、大空を夢みる人の心に今も昔も変わりは

ありません。

「ガンバレ〃航空部J

(昭和55年卒)

※吉井川滑空場 (昭和47・ 48年頃)



学生時代の思い出

幸か不幸か、54年 4月 に同志社大学に入学 した

所から、私のグライダー生活が始まる。

私が、新入生として今出川キャンパスを歩いて

いると、チャペルの前にクリーム色のグライダー・

Ka-6Eが 展示 してあった。
｀
きれいな飛行機だ

な/″ と思うと直ぐ航空部に入部 していた。入部

と同時にバイ トに狩 り出された。近 く新型の複座

機を購入する資金集めの為である。長岡京市にあ

るサントリービールの工場、御所横にある大蔵省

保養所の風呂と便所掃除等であった。「何にもわ

からんうちからバイ トかJと言った先輩の一言が

印象的であった。(尚 、この先輩は島田先輩で し

た。)

私のグライダー初飛行は、その年の 6月 、福井

空港での L-13(岐 大所有)ブ ラニックであった。

初飛行の思い出は記憶にない。但 しこの合宿は名

博田坂

大所有の
「

i田 3型を借用 していた関係で 1度 だけ

乗った。これが私の学生時代の唯一の二田でのフ

ライ トとなった。

バイ トにあけくれた 1年生の最後、 3月 に待望

の複座機 ASK-13(JA2256)が入った。またこの

月、先輩にそそのかされて 3整の学科試験を受け

たが、みごと全部落ちた。

2年生になってみると、なぜか同期部員が減っ

ていた。 2年生の夏には、木曽川で 2合宿連チャ

ンして初ソロをねらったが大失敗。 9月 の当部の

合宿でやっと初 ソロに出た。(土 田教官御迷惑か

けました。)こ の時の思い出も記憶にない。12月 の

合宿で念願の単座機 Ka-6E(JA2096)に 乗れた。

総発数97発 (… 鳴呼残念もう一発早ければ…)、 こ

の時の記憶はバッチリ残っている。私の前に乗っ

たのが、同志社の誇る女子部員(別称
｀
ブーフー

:燻:11懸器滋

※木曽川滑空場
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ウー〃
)の 1人大田先輩 (現向山先輩 )。 ピス トめ

がけて進入。ピス ト及びブラニックの垂直尾翼の

すぐ上をかすめる様にして無事着陸。次が私の番、

私も前のフライ トに刺激されたのか、 3回 ジャン

プして次はヘビのごとく方向さだまらず着地・停

止、翼端取り殺 しと言われた。この時以来 しばら

くは、
｀
地上蛇行の坂田

〃
の異名を取った。

3年生になるとついに同期部員ゼロとなって し

まった(参考までに 1つ上は 2名 )。 この関係上、

合宿では常にピス トをやり、
｀
陰険ピス ト

″
と言

われ嫌われた。この年、大阪府大がプラスチック製

複座機・ ツインⅡを導入、初めてプラスチック機

に乗るチャンスが出きプラスチック機特有のスピー

ド感を味わった (私の学生時代唯一のプラスチッ

ク機で した)。 12月 に自家用操縦士の実地試験を

受験 したのだが、日頃の行ないが悪いのか、試験

当日は前日降った雪で一面銀世界。午後から何と

かフライトの試験が実施されたが、日没の為受験で

きなかった者が 4名でた。この運の悪い人こそ立命

の本橋、名大・小村、関学 。宇根崎と私で した(こ

の合宿で田中君はランウェイで 5日 も泊らされた)。

4年生の夏に無事自家用操縦士、冬には 3整 に

も合格 して しまった。

何やかやと言いながら、 4年間グライダーを続

けてしまった。 4年間での総飛行回数204発、乗っ

た機種 6機種、滑空記章 B章、競技会等での入

賞当然なし、数々の先輩の例に反 して 4年間で卒

業できて しまった。

卒業後は郷里に帰ってまじめに会社勤めをしてい

た(約 1年間)が、近 くに社会人クラブがあつたの

で見学に行った所、入会 して しまった。入会金は

3万円、年会費 1万 7千円弱安さにかけては日本

一、滑空場の狭さにかけても日本一。その名も知

れた中部航空連盟愛知支部岡崎飛行クラブである。

ここではまず初めに乗ったのが H-23C(JA2077)。

23Cが飛んでいるだけで驚きであった。この機体

がなかなかおもしろくて手ごわい。 1年間のブラ

ンクがあったにせよ23Cで単独に出るのに18発 も

かかって しまった。

学生時代記録に縁遠かった私にも女神がつきだ

したのが 9月 。なんと23Cで C章獲得。この時

は TOP高度480m。 あまり大きくないサーマル

にへばりついていた。次の年の 5月 に片銅、 8月

に再度 1時間以上飛び銅賞獲得 した。これは共に

ASK-13で のフライ トである。こうなるとグラ

イダーの楽 しみが増えた様な気になり、より速 く、

より遠 くに飛ぶにはどうしたらよいのかというこ

とを考える余裕が出て くるのである。

こんなことで、最近は毎週滑空場通いになって

しまった。

最後に、今学生をしている後輩へ。せっかくグ

ライダーを始めたのだからいつまでも飛んではじ

い。卒業後もなんとかして飛んでほしい。学生時

代とは一味も二味も違ったグライダーの楽 しみが

わかると思う。

へ`たでも数多 く飛べばうまくなる
″

(昭和58年卒)
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私の同立戦

金 石 真

「同立戦 ? まあ祭みたいなもんやな。J私が

入部 した頃の先輩の言葉です。

昭和55年、 2年生以上の部員の少なかった当時、

私を含め 3名 の 1年生がⅡ部に出場 しました。宿

舎において南北に陣取った同志社と立命館は、「銀

玉鉄砲Jで夜ごと熱い戦いを展開 しました。「 ター

ニングストールはどうやったらうまく出来ますか。J

「 1年生にはターニングス トールは無理やな。操

縦拝を動 く範囲の四角の対角線方向に引いたらえ

えんや。J田 口先輩の学科です。私にとって同立

戦はまだ祭で した。

次の年もⅡ部へ出場、勝たなければというフ
゜
レッ

シャーで胃が痛 く、夜なかなか寝つけませんで し

た。

昭和57年、選手層を見ても同志社の優勢であり、

当然の同志社勝利です。その中にあって同志社の

勝利に貢献でき、個人としても 1位になれたこと

は、学生時代のグライダー生活において、大きな

転機となりました。滞空の楽 しさ、ライバルに勝

つ喜びを得 られた、貴重な勝利で した。

翌58年、私にとって、選手としての最後の同立

戦です。しかも過去 2連勝 しており、絶対に負け

られません。この時は、関西東海競技会、教証実

地試験、同立戦と連続 しており、肉体的にも精神

的にも疲れていた時期で した。11月 6日 、明日の

ウェザーは悪いことが予想され、この日の得点で

勝敗が決まる日の私の 1回 日、 1時間あまりも飛

行 して無得点という失態を犯 して しまいました。

しかし、次の塔乗の北林君に順番をゆずってもら

い出発。サーマルの上限は依然として低 く、しか

も上限付近は非常に L昇率が悪 くなっていました。

「同志社は今のところ負けとるし、同志社のため

に周回 してきて くれ J。 という北林君の言葉が頭

12θ 航空再開から50周 年ヘ

をよぎります。このまま降りて しまったら同志社

の敗北は確実であり、北林君や他の選手達に会わ

せる顔がありません。結局は、ぎりぎりのところ

で周回 し、得点することが出来ました。たった51

分の飛行が無限に長 く感 じられました。

単独飛行に出る、滞空をするというチャンスは

多くはありません。競技会で得点できるチャンス

においては 1回 だけ、と言っても過言ではありま

せん。そのチャンスをものにするためには、技量

や知識は勿論、ここ一発に自分の力を出し切る精

神力こそ大事です。今後もここ一発に強い後輩が

続出し、同志社が連続 して勝利することを望みま

す。

最後に、私の楽 しい現役グライダー生活をささ

えて くれた先輩方や部員たちに感謝 します。

(昭和59年卒 )

第 6回 同立対抗戦優勝 トロフィー
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昭和55年 4月 7日 、工学部入学式は雨の日だっ

た。その日西Flか ら大学へ入っていくと、チャペ

ル前にクリーム色のポンコツ トラックが 1台 置い

てあった。荷台には四角形の板のようなものが載っ

ており、それは青いシー トにつつまれていた。そ

のシートには同志社大学航空部と黒で書かれてあっ

た。これが 1週間後より世話になるグライダーと

機体運搬 トラックであつた。その時の正直な感想

は、「なんてポンコツの トラックなんだろう。学

生はお金持ちと思っていたが、なんてことはない、

貧 しい人が多いんだな。こんなポンコツに乗って

恥ずかしくないのだろうかJと いった感 じだった。

私が航空部に関心をもったのはその時であるが、

その一瞬後にはもう忘れていた。

オリエンテーションのとき、 1年先輩の坂田さ

んの歓誘がなければ、それはそれで終っていたの

であるが、その歓誘のおかげで、大学生活は終っ

たのである。その後、主将になり、 3等航空整備

士、自家用操縦士の免許をとり、留年 して しまう

とは神も知 らなかっただろう。非常に劇的な入部

であったと今でも思うのである。

いざ人部 してみると、全 く未知1の世界で (ラ ジ

コンなども経験 していない)、 見るもの間くもの、

初めてである。そのうえ、体育会ということで、

礼儀等をみっちり身につけられたものである。(ほ

んのジョーク)

入部してから初合宿までは、香里で機体をさわっ

たり、操縦のお勉強を して、非常に忙 しい日々を

過した。初合宿は福井空港で、龍谷大学との合同

飛行機曳航合宿だった。雨や強風の連続で、非常

に有意義な日々で 1人 1回 しか発航がまわってこ

なかった。す ぐ後の OB合宿にも残ったが、 2回

しかまわらず、そのうえ L-13(ブ ラニック)がパ

ンクするという非常に幸運な合宿を経験 したと思

う。以後、木曽川滑空場、福井空港に交互に足を

運ぶ生活であった。

また、機材係だった私は、買い出しによく京都

中をまわったが、そのころはお金持ちだったので

代金を立て替え、あとで会計に領収書と引き替え

にお金を貰っていた。会計をしていた川村先輩は、

自分の財布よりお金が出て、領収書が入るという

非常に立派な人格の持ち主である。時には、万能

の財布の中身がなくなる時があるのだが、このと

き|ま「今クラブの金が無いから付けておくJと 言っ

て、付いてないのが現実であったように思う。

しかし、金はないと思いながらも、作れるもの

だと感心 したのは、 トラックや機材車の買い替え、

対外試合の援助、Ka-6Eの オーバーホールな

ど、少額でなく何十万、何百万単位の金が動 くと

きである。これはひとえに高額のノルマ、強制バ

イ トなど苦 しい金策の賜物である.ま た、誰とは

言わないが、家賃を何 ヵ月も滞納するかわりに、

クラブに入金 していた立派な人がいたからだと思

う。(実 は自分のこと)

ただ家賃の返納に、月々 8万で 1年間かかって

いるのだから膨大な金額になる前に返済しないと

不幸が訪れる。(筆者の下宿は通称「やかたJ、 塚

本一雄コーチが経営する航空部員の巣窟であった。)

ただ、借金をしないのが 1番の秘訣であることに

は違いない。

(昭 和59年卒)

「
生
回
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より高 く、より遠 く、より速 く

中 井  真貴子

先日、ASK-23の 命名式に出席 してきました。

噂に違わずとても美 しい機体で した。流線型の胴

体に、細 くて長い翼。しかも、外形ばかりではな

く、性能においても全国大会優勝を十分に狙える

ものとか。明徳館前で両翼を広げたその姿は、感

動的で した。

現役時代から、この新機体購入の日をどれほど

待ち焦がれたことで しょう。できることならやは

り乗ってみたかった。乗って大空を飛びたかった。

後輩の皆さんが少々恨め しいのですが、早 くこの

ASK-23で /1N国 制覇の祝報を聞かせて下さい。

思い起こせば、私がグライダーと初めて出会っ

たのも同じ明徳館の前で した。 5年前のオ リエン

テーションの時です。展示されていた ASK-13

に心を魅かれての入部で した。

ただ空に憧れて入部した私にとって、グライダー

を飛ばす世界は、今までに体験 したことのないも

ので した。そしてグライダーも体験 したことのな

い楽 しさを教えて くれました。特に単独飛行に出

てからというもの、キャンパスに戻れば次の合宿

を指折り数えて待つほどで した。大空を優雅に舞

うグライダーは、日常生活と私とを切 り離 し、心

地良い緊張を与えて くれるのです。

卒業するまでに216発。少ないような気 もします

が、私には勢一杯の216発で した。課ロアップ、初

単独飛行など、 1発 1発に懐 しい思い出がありま

す。

その中で、ひときわilTき を放っているのは 9月

15日 、木曽川滑窄場での 6分間のフライ トです。

Ka-6Eに 初めて塔乗 した時の ものです。よく

覚えています。上昇は少 し左右にお、られながら離

脱。第 1旋 回、第 2旋回。「やっばり96だ。乗れ

てよかったノJ気 になるほどの静けさ。あ、んわり

も、んわりと飛んでいきます。進人は高めからでロ

ング、地上滑走でも機首をも、られて しまいました。

決 して美しいフライ トではなかったのですが、や

はり 1番の嬉 しさで した。Ka-6Eに 乗って卒

業するのが私の夢で したから。

今でこそ、女性のライセンサーや教官が何人もい

て、単座機を乗り回しているグライダーギャルも少

くはありませんが、私が入部 した頃は単座機に乗

る女性といえば、伝説と化 したような幾人かの凄

い先輩で、そういう方々がまたまた伝説となるよ

うなフライ トをされていたくらいです。Ka-6E
は夢また夢の機体で した。

ある時は格納庫でワックスがけを したり、また

ある時はランウェイで優雅に舞 う姿を目にしたり。

1年の時から塔乗することのできない遠 く離れた
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存在ではありましたが、何十発となく乗ってきた

同志社 ASK-13に 勝るとも劣 らぬ愛情をもって

接してきました。FEl志社大学航空部員であれば、

この想いは誰でも同じではないで しょうか。

その Ka-6Eに や っと手が届きかけた 4年の

9月 合宿。オーバーホールを控えていた JA2096

は、この合宿を最後に 1年程戻ってこない予定に

なっていました。翌年の 3月 に卒業する私にとっ

ては、塔乗できる最初で最後のチャンス。友人達

が就職活動に奔走するのを横目に参加することに

しました。是が非でも乗って帰るつもりだったの

です。

不安もありました。ソロフライ トがたつたの 5

発。教官やピス トの優 しい心使いで何度 も何度 も

塔乗順が回って くるのですが、どうしても軸線が

ずれる、ロングして しまう。同じ失敗の繰り返 し

ιゴかりです。

やっとチェックフライ トに通れたのは撤収日の

前日でした。13発 目の OK。 あっという間の 6分

間。夢が現実のものとなりました。ただ空に憧れて

いただけの私がグライダーに熱中し、夢また夢の

Ka-6Eに 乗ることもできました。現役ならば、

私の夢はまだまだ広が って、新 しい ASK-23を

次のLl標にしていたことで しょう。

ASK-23に は私だけではなく、何十人もの OB

の方々の夢が宿っています。後輩諸君/グ ライダー

の魅力はつきるところがありません。新 しいアイ

オンを踏み台により高 く、より遠 く、より速 く飛

び続けて ください。

(昭和60年卒)

素晴しき哉、航空部

春、大学生になったばかりの私は、喜びと開放

感を味わいながら、どこのクラブに入ろうかと、

オリエンテーションが行われている校内を何度も

往復 していました。その時は、大きなグライダー

を横目に見ながらも、テニスやスキーのサークル

ばかり気にしていたのです。やがて授業が始まり

そこで偶然に高校時代の同級生の 1人 と会いまし

た。その時期の会話は当然、「 どこに入部したの ?J

すると彼女は「航空部Jと 答えたのです。彼女と

話 しているうちに、空を飛んでみたい、という心

のすみっこの方にあった思いが、急にむ くむくと

大きくなっていき、私も航空部に入れてもらおう

とその場で決めていたので した。

それから4年間、私の学生生活の中心は航空部

で した。毎日の部会や トレーニング、学科、そし

て年に数回ある合宿、ほとんどの日々を、航空部

のみんなと過ごしてきました。合宿では、失敗 し

たり、つらくて何度も泣きべそをかきました。そ

れでもなんとか 4年間続けてこられたのは、本当

につらい時には助けて くれて、はげまして くれた

航空部のみんなのやさしさのおかげなのです。 3

年の秋にはソロにも出られ、空を飛ぶ楽 しさが少

しは味わえたのも、みんなの協力のおかげで した。

大学を卒業 し、社会人となり、自由に合宿に参

加することができなくなった今になって、もっと

合宿に行って、もっとたくさん飛んでおけばよかっ

たとも思いますが、 4年間自分なりにすばらしい

時間を過ごすことができたと思っています。これ

か らも航空部 100周 年をめざして、OBと して協

力 していきますので、よろしくお願いします。

(昭 和60年卒 )

子裕崎宮

r2′



航空部の機体 と期待

何がなんだかさっぱり理解できない学科を上級

生から受け、いつのまにか福井空港に連れていか

れ、気が付いた頃には財布の中がとても寂 しかっ

た。これが、新入部員の頃を思い出した時の印象

である。慣熟飛行となると、北陸本線を走ってい

る特急 らしい列車だけが印象に残っている。たぶ

ん、地 上で動いているものしか見えていなかった

のであろう。この時、非常に緊張 していたのは間

違いない。

目が過ぎるにつれ、航空部に慣れてきて、その

うち、単独で飛べるようになり、生意気にも上級

生に混 じって滞空までするようになる自分を入部

当時からは想像 もできなかったことであった。

初ソロ、初単座チェック、初滞空などその他多

くの場面では、必ず256の 操縦席に座っていた。

私の総発数の半数以 Lが ASK-13で 、そのほと

んどは256で ある。それだけこの機体にはお世話

になっている。また、他のどんな機体より、この

操縦席に座ると最も落ち着 くのである。久 しぶり

のフライ トで も機体が256だ と案外 うまく飛べる

様に感 じた。

ところで、256が導入されてから今までこの機

体にお世話になった人は、他校の航空部も含めて

大多数であろう。また、それ ぐらい多 くの合宿に

参加 して、多くの人と空を飛んだのである。この

機体を知らない東海・関西支部の航空部員は、も

ぐりと呼ばれるくらい有名な機体なのである。

この世には、耐用年数とかいうものがあって、

飛ばしたくても飛ばせないグライダーがでて くる。

これは、誠に残念ではあるが、安全の為 しかたが

ない。オーバー・ ホールという手段によって寿命

の延長もあるが、これも限度がある。いづれ、96

や256も 飛べな くなるのであろうが、はとK-14

124 航空再開から50周 年ヘ

禾日義原

や47の ようにいつまでも格納庫に保存されてはじ

いものである。他校のように分解や売却等といっ

た事は、絶対にしてほしくない。使用機体は、そ

れが飛んでいた時代の現役部員の思い出というか、

苦労のかたまりというか、生き証人みたいなもの

だと思える。これは機体に限らず部室や格納庫、

滑空場やウインチ、機材車や トレーラー等、そし

て数多くの人々である。これ以 卜、深入りすると

読む人の歯が浮いて しまいそうである。ともかく、

いつでも同志社の格納庫へ行けば、お世話になっ

た機体に会えるように希望する。初めて、香里の

格納庫へ行った時、何故、K-14や 47が飛びもし

ないのに保存 してあるのか、今になってわかるよ

うな気がする。

今年、新 しい単座機が購入された。今後、他の

機体と同様に数多 くの人に飛ぶことの楽しさや難

しさを教えてゆ くのであろう。そして、何年先か

わからないが、耐用年数がきて飛べなくなり、そ

の時、私のように機体の保存を希望する人は多 く

いるだろう。この先、同志社大学航空部は、使用

した機体は、すべて格納庫に保存 してもらいたい。

もしか したら、航空部創立100周 年の頃の格納

庫には、はとK-14を はじめとする保存機体が何

機もあって、現役の機体が端の方へおいやられて、

その時の現役部員には悩みの種になっているかも

しれない。話が、50年後になって しまったが、そ

の頃には航空部はどうなっていて、どんなグライ

ダーが飛んでいるのであろうか、本当に楽 しみで

ある。

ちなみに、今年生まれて同志社大学航空部部員

となる人は100周 年の頃には50歳である。

(昭 和60年卒 )


