
偲 ぶ 草

若い頃、ともに人生を論じ、大空への夢を語り

明か したOB会員の中には、戦争や、病気のため

久遠の彼方へ昇天された方々が数多くおられます。

今となっては再び会うことは勿論、話しかける

ことも出来ませんが、今それらの方々の友人の口

を借り、親しい身内の方の筆を借りて生前の面影

を偲ぶと共に、亡くなられた方々の御霊に神の豊

かなお恵みのあることを祈りたいと思います。
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須川 済君

左から桑門(立大)、 須川(同大)、 安里(天外大)

私が須川君に会ったのは、昭和19年夏中支漢国

より南京へ赴 くに当り漢□飛行場にて重爆 (97重

2型 )に 乗ろうとした時、将校が 5～ 6名 同乗 し

て来た中に須川君を発見、互に無事を祝福 しあっ

た時で した。

南京への機 卜で聞いた話では、彼は漢 ||へ来る

直前済南飛行場で P-40の銃撃に遭い軍刀や彼の

学生時代から愛用のローライコー ドも焼かれ、軍

刀のみ漸 く包帯を巻いてその面影を保 っている状

況で、これから内地へ軍偵察機をとりに行 く処だっ

たので、それならば/]ヽ生内地への手紙を彼に托 し

てお互に身体に気を付けて元気で行こうぜと肩を

たたきあって別れたのが最後で した。

その後、南支に転戦して衡陽にて戦死されたと、

彼と同部隊の腰越氏 (/」 生ヽと同年兵)よ り聞いて居

ります。

終りに須川君の冥福を祈ります。

(須 川  済 昭和16年卒)

(尾田 幸雄 昭和 14年卒)

尾
レ
し姉雄幸田尾

丸川 巌の霊に祈 る

田鶴子

この度は御丁重な御親書と共に、今は亡き丸川

巖の数々の写真を御恵贈賜わりましてありがたく

厚 く御礼中し_上 げます。早速、佛前に奉尊させて

頂き、また、おローソクとお線香 も供えさせて頂

き、毎日その冥福を祈っている次第です。

何としても弟妹 4人の内の唯 1人の男の子であ

り、丸川家の唯 1人の後継者であった丸川巖だけ

に、戦死とは中せ、その悲 しみは未だに忘れる事

は出来ません。

三度と戦争なんてやってはならないと思いますで

殊に何とした不思議な因縁か、その戦死 した日が

1月 20日 であり、父丸川徳蔵が昭和 3年 の 1月 20

日に死亡 しておりまして、同月同日とは改めて御

霊の世界の奇怪さに合掌只管霊安かれと祈念いた

す許りで御座居ます。

今年は奇 しくも大東亜戦争敗戦後40年 、そのお

年柄にこうして丸川巖の在りし日の写真、そして

直筆の写 し等を御恵贈頂 くとは何とした不思議な

事ではなかろうかと改めて涙 している次第であり

ます。同志社航空部 OB会の皆々様、そ してその

幹事の方の御芳志に心から合掌御礼申し上げさせ

て頂き御礼の御挨拶とさせて頂きます。 合掌

子

いつも油のしみ込んだ作業服をタヮシで洗って、

夏休みも冬休みも、大きなリュックサックを背負っ

てどこかへ行って しまった兄。

あらゆるスポーツの中で飛行機やグライダーに

乗っている時が一番たのしいし、命がけの思いを

した時はなぜか家族が恋 しくなると柄にもない事

明林妹

ゴ2`  偲 ぶ 草



を言い出す事 もありました。

一人,息子なのにおれに就職が出来るなら、テス

トパイロットになりたいなど言って母をひやりと

させていました。

友も皆戦死 して しまい、妹等もいなくなったら

誰も自分の事を憶い出してくれる人はいないと言っ

ていたのに、こんなお便りをいただけるなんて本

当に感激です。

短い人生だったけれど精一杯生きていた姿は今

も日の底にあります。

願わくば、平和な時代に生まれかわって、陽気

な飛行機野郎となって、再び大空にとんで行って

欲 しいと家族はこい願っております。

航空部の皆様に御礼を中し Llげ ると共に、益々

の御発展を心よりお祈 り申し_Lげます。

(メ L川  巌 昭和17年卒)

大西善郎さん

牧 野 鐵五郎

私は学生時代、飛行機の操縦について、多 くの

方々に指導を受けたが、中でも大西サンには一方

ならぬお世話になった。

凝り性の大西さん

思い出多い写真のアルバムを広げてみると、
｀
は

じめて飛行機の前で……〃
という写真は偶然にも

大西サンと一緒である。95式 3型初等練習機の前

で、まだ飛行服が(実 は白い布製の作業服)ピ ッタ

リ身につかぬ私と、もう皮の飛行帽も堂にいった

大西サンとが、神妙にカメラに納まっている。一

見なんでもないこの写真だが、それまでの舞台装

置が仲々大変なものであった。もともと凝り性の

大西サンのことだから、写真 1枚 とるにしても、

角度がどうの、機体の向きがどうの、しまいには

方向舵に書いてある機体番号がよく見えるように

方向舵をこちらに向けようとゆうことになり、大

西サンじきじき格納庫の裏に走っていって木片を

持ってきて方向舵を固定する始末、いかにも良家

のお坊チャマという気風が躍如としている。

そういえば、大西サンのお宅は、大鼓橋で有名

な、大阪住吉神社の近 くで、静かな住宅街の一角

にあった。そこで生まれられたかどうかは知らな

いが、ご両親のご慈愛を 一身に受けられて、スク

スク育たれたという感が深い。特にお母サンはこ

よなく大西サンを愛されたようで、戦後間もなく、

大阪ナンバ近 くの沼津屋という
｀
おじるこや

〃
で

同志社の古い OB連が10数人集まったときも、大

西サンのお母さんは、大西サンのご位牌を持って

来られ、会場の片隅で皆の思い出話をジーッと一

緒に聞いておられたお姿がとても印象的であった。
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几帳面な大西さん

人一倍キッチ リヤサンだった大西サンは、飛行

機の掃除にも仲々うるさかった。

冬の寒い日に機体の下にもぐり込んで、カス ト

ル油で汚れた機体の下面を石ケン水で掃除する作

業は仲々つらい仕事であった。

油に汚れた石ケン水が、手首から二の腕を伝っ

て、ワキの下まで流れこんでくる気持の悪さといっ

たらなかった。しかし、大西サンはいつもこの機

体の下面の汚れを特に気にされて、時には自分も

私達と一緒にもぐり込んで掃除をされたのには参っ

た。助教サンにやらせたのでは、我々の立ち場が

ないというものだ。だから大西サンの機体はいつ

も他の班の機体よりも美 くしかった。大西サンは

そんな時、殊のほかご機嫌がよかった。

雨が降って飛行訓練ができない日、座学があっ

たが、机の上に教科書やら、参考書をいいかげん

に置いていると。
｀
キッチリ机の辺に平行に置け

″
と

口やかましく言われた。なるほど、机の上にヒョ

コいがめて本を置 くのと、キッチリ置 くのとでは、

勉強する気分がえらくちがって くる。分かってい

ても普通は、いいかげんにおくものだ。大西サン

はそのいいかげんを許さなかった。
｀
飛行機の操縦がいいかげんに出来るか

″
これ

には返す言葉がなかった。

キカン坊の大西さん

昭和17年 3月 18日 から31日 まで、兵庫県加古川

の陸軍飛行場で、春の合宿訓練があった。

私は大西サンの班で、その頃はもう単独も終り、

1番生意気な頃で、さぞかし大西サンを悩ませた

ことだと思う。その頃の乗員手帳を見ると、
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「 3月 18日 、伊丹―加占川空輸。有馬上空雲あ

り、 1番機、 2番機見えか くれす。J「 3月 27日 。

3型 、BCHA、 課ロキリモ ミJ

エ`エか、こうやってエンジン絞るとVが段々

へって くるやろ、機首下げんように操縦檸支へな

あかんで一〃

｀
速度計を見てみ、エルロン左右に使っても、

もう効かへんやろ〃
〃

コ`コヤ″ 1・ 2・ 3と 右足一杯踏んで両手で

操縦拝一杯に手前に引くんや〃
″

一瞬機首を 上げた機体は、ノメリ込むように右

廻りのキリモ ミに。機首は真サカサマ、加古川が

グル リ、グル リと回る。
｀
1回 /2回″ここで停止や。

″

機体はグッグッとキシミながら旋転を止めた。

だが残念″脱出方向が一寸ずれて、加古川が斜に

見える。
｀
今のは一寸方向ずれたけど、本当はキリモ ミ

左・ 牧野鐵五郎 右 。大西善郎

(昭和18年 10月 浜松にて)



に入れた方向にぬけなあかんねんで一、お前やっ

てみ一″

ホンナラワテがという訳で。

｀
1〃 2〃 3″

″
とキリモ ミに入れる。グル リ、

グルリ、 1回 、 2回 と回り、%残 して停止。グッ

グッ、ホラうまく加占川が止まってもとの方向に

脱出。
｀
アレッ、うまいこと止めたナー、こら負けと

れん、もう 1回俺がやるから見とれ〃
″

3回 目の

キリモ ミがうまくきめた方向に脱出できたかどう

か、残念ながら覚えていない。

要領もよかった大西さん

大西サンが浜松のハマヒ(浜松飛行学校)に居ら

れたとき、私は浜松まで訪ねていったことがある。

間もなく私も軍隊に入る頃でもあったし、大西サ

ンがどんなに立派になられたかも見たかったから

である。

正門で守衛サンに大西少尉への面会を中込むと、

えらく丁重に応接室に案内された。学生時代も助

教サンで、雲の上の人であったが、軍隊でも大 し

たもんだナーと思っていると、案外、学生時代の

気安さで部屋に入ってこられたのでホッとしたこ

とを覚えている。

そのあと浜松の街に出てからが面白い。

浜松は当時からウナギが名物であったようで、

とあるウナギ店に入ったが、丁度昼食どきで、店

内は一杯のお客様、グルッと店内を見回わした大

西サン。

コ`ラなんば待っててもいつウナギ喰えるか分

からんデー。一寸待っとれ
″

と云うなり、店の主

人に
｀
ワシの連れが今 日大阪に帰るんやが、汽車の

時間があるので、すまんが早幕で喰わしてもらえん

かナー。時間におくれると大阪に帰れんのやが―″

｀
そらおこまりで一そんなら先きの人には悪い

けど一寸辛抱 してもらって先きにたべてもらいま

しょ―″

かくして一番先にウナギにありついた 2人 は、

店を出るなり要領、要領とうそぶきながらクスッ

と笑った。浜松をたったのは、それから何時間も

あとのことである。

飛行帽と大西さん

なんとなく飛行服が借 り物に見えるフレッシュ

マン時代もすぎ、ボチボチ油のシミが Ll立 つ頃に

なると、話題は初単 (単独飛行)の ことになる、と

いってもこれはあくまでも内々の話で、おおっぴ

らでそんなことは口に出せない。

まだ飛行帽は布製のごくおそまつなものが初単

を終ると天下晴れて皮製飛行帽をかぶるようにな

る。あの頃は、言わず、語らずのうちにそのよう

な不文律があったように思う。

私は昭和16年 8月 19日 、飛行回数90回、飛行時

間10時間51分で初めて単独飛行を許された。私も

感激 したが、大西サンも大変に喜ろこんで下さっ

て、
｀
お前、同志社で 1番早う単独 したから、こ

の帽子お前にやろう
〃

とかぶっていた黒の飛行帽

を下さった。大分使い込まれていて、一寸 くたび

れていたが、かえってそれがよけいにネウチがあっ

て有難かった。

私は早速、大西と刺繍 してあるネームの次に牧

野とネームを入れた。

この飛行帽はその後、私の次の期で、同志社で

一番早 く単独をした、佐々木哲君に申し送った。

昭和17年 5月 29日 のことである。

ゴ29



ご冥福をいのります大西さん

大西サンが鹿島灘で遭難されてからもう40年以

上が経過 している。機体の発見されたという茨城

県台濁沢海岸には、今 も昔と変わらぬ波が打ち寄

せていることと思うが、それにしても海霧にはば

まれ、 2度 と遷 らぬ人になられた大西サンは、誠

に惜 しみてもあまりある好青年であった。私は戦

争で他にも多勢の友人を亡 くしたが、 8月 15日 に

は、神戸・京都 。大阪のいづれかの護国神社にか

かさずお参 りをすることにしている。おそらく大

西サンは、学生時代そのままの陽気さで今も大阪

の護国神社で元気に過 しておられることと思う。

｀
オイ、牧野、古い仲間と一緒に元気でやって

るデー〃

改めてご冥福をお祈 りいたします。

(大西 善郎 昭和17年卒)

(牧野鐵五郎 昭和19年卒)

中原八郎を偲び

中 原 美 雪

この度はご丁寧なお手紙を戴きまして有難

度うございました。

50周 年記念事業、いろいろ大変なことと存

じます。主人が元気でおりましたらどの様に

喜びます事かと本当に残念に思います。

主人はなぜか飛行機に乗りますことをさけ

ておりまして、出張・旅行等は飛行機を利用

したことはございませんでした。若い頃の飛

行機に対する情熱と比べ、不思議な感 じがい

たします。

大阪には息子 もおりますので、是非皆様に

もお会いしてお礼申し上げたく存 じています。

(中原 八郎 昭和19年卒)

主人、宮土満雄のこと

蒻

光土宮 子

御手紙をいただきまして、亡き主人の事で御苦

労なさってお調べいただきましたとの事、もうこ

の冬には17年忌 もすみ、私と息子以外には忘れら

れた人になって しまいましたのにと、大変喜 しく

有難うございました。

召集され、ビルマより21年春に引揚げて来まし

たが、まだ家族は満州に居り、母と兄弟が次々に

帰って参りましたが、戦後のきびしい時代の中で

皆の面倒を見て参りました。

就職先が衣料関係で、どうやらうまくいってお

りましたので、独立 して30年頃で したか、会社を

作りしばらく順調で したが、不景気でだめになり

新光商事に入社 しました。

なんとか目鼻がついた矢先に病をえまして、44

年 1月 20日 に亡 くなりました。主人もどんなにか

くやしかった事と思います。高校 3年でした長男

も大学を出て 1児の親になりました。やっと私も

ほっとした思いのこの頃でございます。

主人がいればどんなにか喜び、みなさんと手を

とりあえたのではないかと思います。

久 し振りに想い出にも、けりました。有難うごさ

いました。

航空部のみなさまの御健勝をお祈 りしておりま

す。

ゴJθ  偲 ぶ 草

(宮土 満雄 昭和17年卒 )



門田好生君戦死

昭和15年 、大学予科入学 と同時に航空部に入部。

背丈のわりに大り気味、頭の大きい、日鼻立ちの

割合大柄であったが、柔和な男が門田(通称モン

タ)であった。

同級には牧野・清水 。中野・門田に私の 5名が、

学業そっちのけで大阪第 2飛行場 (現伊丹空港)に

通った。門田は関田町(今出川)あ たりに下宿 して

おり、自宅は伊丹にあったので飛行場への出席率

もよかったと思う。人柄は軟い様で堅 く、まづ温

厚の方。

夏休みには霧ケ峯のグライダー合宿で草原を走

りまわった。昭和16年単独飛行。17年春には 2等

飛行機操縦士の免許もとれて、助教服を着た。18

年12月 学徒出陣で彼は筑波の滑空飛行第 1戦隊に

入隊。後に南方航空に転属。私は下志津飛行学校

でガチャガチャやっていたのでその後会う機会は

なかった。

門田は威第9326部 隊、南方航空で滑空隊の戦隊

編成をするべ く、八日市飛行場を基地として立川

から資材 。その他を八日市へ空輸 していた。昭和

20年 5月 21日 (月 曜日)、 97式重爆撃機で「 ク八」

大型グライダーを曳航、立川を離陸。訓練をかね

て篠田教官と特操出身将校門田少尉他 6名が滑空

機に塔乗 して駿河湾 (静岡県)L空にさしかかった

ところ、機関砲で針 鼠の如く重武装した米軍 B-24

コンソリ重爆撃機と遭遇。双方機関砲による交戦

を開始。我が方は大型グライダーを曳行のための

低速で行動は思うにまかせず、加えて負傷者も出

たためこのままでは曳航機ともども墜落の恐れあ

りと判断して、グライダー側から曳航索を切り離

し、滑空機は御前崎沖に不時着水 した。97重爆が

藤枝海軍飛行場に着陸 したので海軍機零戦が飛び

上って米軍機を追撃 した。零戦のパイロットによ

勝廣友

れば、不時着水 したグライダーの乗員が翼上に 3

名いるのを確認 しているが、遂に全員行方不明と

なって仕舞った。残念ながら門田好生の消息は此

処で途絶えている。滑空機塔乗者全員戦死。

さらに悲劇は、翌朝漁船で捜索に出た吉田公一

(法政 )。 伊藤宏一郎 (上智大)両少尉のうち、伊藤

少尉はグラマン戦闘機の銃撃で戦死、漁船員も重

傷を負ったと聞く。

終戦僅か85日 前に門田は22才の若さで御前崎の

海上で散っている。まことに残念なことである。

門田好生の体格とツラがまえからして、健在なら

ば必ず世の中に活躍 し、同志社航空部のためにも

尽 したことと思う。

門田好生の冥福を祈る。

(門田 好生 昭和19年卒)

(友 廣 勝 昭和19年卒)
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西オ寸善吉君を偲ぶ

紀  平 種二郎

私が西村善吉君と初めて会ったのは、昭和17年

5月 頃、学生航空連盟の飛行機操縦の為の身体検

査 。適性検査を受けに行った時で した。その後彼

も私も無事検査を通り、現在の伊丹飛行場で、95

式 3型初等練習機により操縦訓練を受け、昭和18

年春には単独飛行を許され、単独による高度飛行

や、伊丹・生駒・八幡を結ぶ三角航法等の訓練を

へて、昭和18年秋、95式 1型中間練習機に移り、

同年12月 1日 、学徒動員令によって、各人それぞ

れ出身地の部隊に入営 しました。

18年 12月 19日 、立川にある第 8航空技術研究所

に再び学連出身者ばかりが集合。お互の元気な姿

を喜び合うと共に、 8航研にて、飛行機操縦要員

として厳重な身体検査・適性検査の後、昭和18年

8月 、約 100名 が茨城県西筑波に編成された、挺

進飛行団、滑空飛行第 1戦隊(通称名、東部第117

部隊)に配属 されま した。立川より上野駅を経て

常盤線経由、関東鉄道常総線下妻駅に下車、出迎

lθ2 偲 あゞ 草

への トラックにて筑波山麓南西にある部隊に入り

ました。

ここで陸軍特別操縦見習士官となり、今迄着て

いた 2等兵の軍服を曹長の階級章のついた軍服に

着かえ、彼と私は第 1中 隊に配属、彼は 1区隊付、

私は 2区隊付となりました。

1中隊配属の特別操縦見習士官72名 は教育の都

合上、福島県相馬郡原ノ町(現在の原ノ町市)に 移

動する事になり、同年12月 28日 、再び常盤線を北

上、夕刻原ノ町駅に到着、雲雀が原飛行場に入り

ました。

19年 1月 上旬より、 1式双発高等練習機による

飛行教育が開始され、大型機による飛行教育の為、

1回 の環行時間は 4時間。白雪凱々たる東北地方

の L空 を連日飛行 しましたが、冬の飛行服を着け

ていても寒さがこたえました。その上、我々生徒

(特別操縦見習士官の事をそう呼んでいました)は

まだ操縦技術が未熟な為、飛行機のゆれがはげし

く、よく飛イ子機酔いになりました。

我々関西出身者にとって、東北地方の寒さは大

変こたえ、寒さの為一晩中仲々眠れない時が度々

あり、深夜不寝番に立って交替 して床についても

朝迄眠れませんで した。洗濯物 もかわかず、よく

寝台の下に入れて乾 したものです。日曜日も町迄

歩いて約 2時間かかり、小さな町の為何もなく、

あまり外出せずよく兵合の日溜りで学生時代や故

郷の事を話 し合いました。

3月 中旬、埼玉県坂戸飛行場へ移動する事にな

り、全員双発高練にて白一色の東北地方の L空か

ら緑一杯の関東平野に入った時は、大変感動 し、

また関東の学連出身者にとっては坂戸は京浜地方

にも近 く交通も便利な為大変うれ しかった様で し

た。



坂戸飛行場にて、 5月 末迄双発高練にて毎日関

東平野の上空を飛行しましたが、赤城山 。椿名山 。

江ノ島・印幡沼 。水戸等約 2時間程の飛行で関東

平野を 1周 し、気候 もよし、飛行機野郎の気分を

満喫しました。

5月 末にて双発高練の教育を終了。 6月 より、

愈 「々 クー」滑空機、 7月 より「 ク八」滑空機え

と移 りま した。「 ク八」滑空機は歩兵なら20名、

又94式 山砲、96式小型自動貨車(4輸駆動 )、 1式

47mm対戦車砲、98式 20mm機関砲をそれぞれ塔

載、97式重爆撃機にて曳航。時速 230～40kmに

て飛行。曳航離脱後は時速 180kmに て降下 した

ものです。

7・ 8月 の酷暑のもと、滑空機を着陸地点より

離陸地点迄押すのは大変で した。牽引車が引っ張

りに来る迄 lmで も早 く離陸地点迄着けるべ く

全員一生懸命で した。

8月 末にて坂戸飛行場に別れをつげ、再び西筑

波飛行場に帰 り、部隊一丸となり毎日激 しい飛行

訓練を続け、特別操縦見習士官の練度 も一段と向

上 した晩秋の11月 下旬、愈々滑空戦隊に動員下令

され、12月 初旬、厳粛な出陣式が格納庫前のエプ

ロンにて行われ、第 1陣、100名 が完全軍装にて

整列。戦隊長、古林忠一中佐の訓示朗読の後、西

筑波飛行場をあとに、呉軍港に向け出発 しました。

その中に西村善吉君も入って居り、もとより覚悟

の上とは言い乍 ら之が最後の別れになるとは神な

らぬ身の知るよしもなく、全員夏の軍装にて勇躍

営門を出発、軍用列車にて、常盤北條駅より上浦・

上野 。名古屋と西 下、そして約 1週間程呉に滞留

の後、呉軍港にて新鋭空母「雲竜」に乗艦。12月

18日 、 3隻 の護衛駆逐艦と共に呉軍港を出発、比

島、マニラに向け南下 しました。同艦には多数の

空挺隊員と共にロケット魚雷「桜花Jをはじめ新

兵器を満載 していました。呉軍港を出て しばらく

して敵潜水艦の追尾を受けていたらしく、12月 19

日午後、上海東方海 L、 舟山列島附近にて、敵潜

水艦の魚雷攻撃を受け、 1本の魚雷が艦橋直下に

命中しましたが、それは直に被害対策をとられ、

航行を続けましたが、それから10分程 して 2本 目

の魚雷がこんどは「雲竜」の右舷前部に命中。これ

が前部格納庫に塔載された「桜花」に誘爆、次々に

大爆発をおこしました。この大爆発で「雲竜」は

艦首から海中に突込み、艦尾をたかだかと海面に

持ち上げ、午後 4時頃海中に没 したのであります。

約3,000名 の乗員の内救助された者は僅かに約100

名。我が滑空戦隊も、特操出身の将校 1・ 下士官

1・ 兵 1の 3名が救助されただけで、その他の将

兵は戦場に着 く前に一瞬の間に運命を共にすると

は私共も夢想だにもしませんでした。この悲報は、

私共第 2陣が別の船団にて12月 31日 、台湾、高雄

港にてはじめて知 り、戦争のきびしさを痛感する

と共に亡き戦友の冥福を只々祈りました。同艦と

運命を共にした戦友の中に、学連出身の操縦将校

が24名 含まれ、同志社出身は、外野力(天虎 )、 西

村善吉 (阪神 )、 山本雄三 (天虎)の 3名で した。あ

れから40年、本当に尊い儀性の_Lに 今日の私共が

平和に暮らせる事を心から感謝する次第です。拙ク八滑空機
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文をお許 し願います。

拙文について記 '憶 もうすれ、誤 りもあるや しれ

ませんがお許 しを乞います と共 に、「雲竜Jにつ

いては、佐藤和正著「連合艦隊空母 第 6章 雲

竜型」広済堂発行 を、また、田中賢一著「空挺部

隊全史J「大空の華」芙蓉書房発行 を参照 しま し

た。

(西村 善吉 昭和18年卒)

(紀平種三郎 昭和19年卒)

川島隆男君をいたむ

川  田 禾ロ イ千

昭和17年 、大学予科の頃に私は航空部に入った。

当時の伊丹空港は 2本の短いアスファル ト滑走路

があるだけで、他は草原。そのみどりの中を走り

まわったものだ。

川島君は翌年入部。京都 3中 出身で、いつも笑

顔のやさしい表情であった。背はあまり高 くはな

いが、眼にかがやきがあり、ひとなつこい感覚で

私はなんとなく気があって、空港への往復もいつ

も一緒であった。

私は18年 12月 の入隊で、特操として西筑波滑空

飛行第 1戦隊に入ったが、彼はその後も練習を続

けて、昭和19年 6月 に特別操縦見習士官第 3期生

として仙台陸軍飛行学校に入隊 した。19年 8月 満

州の緩中から中支に転属、終戦をむかえた。お互

いに九死に一生を得て復学卒業後の再会は21年の

9月 である。一族として川島織物に入社、大阪支

店に居た頃、小生の勤務先(住宅金融公庫)が近かっ

たのでお互に行ったり来りの付き合いであったが、

彼が東京に転勤になり、小生も福岡に転勤、再び

大阪に帰った時は、彼は本社に出張のたび必ず尋

ねて来て くれて 1目 交をあたためた。

お互いに酒には縁のない方であったが、彼の人

柄には私をひきつける魅力があったと思う。昭和

50年京都に転勤 して来たので、これから永い付き

合いが出来ると楽 しみにしていた矢先に病を得て

の病没の知 らせを聞いた。私の数少い友人として、

心の触れあう友として、一生を親友としての交流

が出来たのに、今でも残念に思っている。

昭和56年 1月 5日 病没、彼の死を悼むと共に御

家族の幸福を祈っている。

(川 島 隆男 昭和21年卒)

(川 田 和行 昭和21年卒)

ク八操縦席

J′ 4 偲 ぶ 草



心の宝、川島隆男

子

久 し振 りに青空が澄み、さわやかな日となりま

した。

先 日米、いろいろと亡 きあるじの こと、お心に

かけて頂 きま して本当にありが とうごさいます。

主人の こと早 々にと存 じなが ら雑用に追われて失

ネLし て fい ま した。

同志社航空部時代のことや戦場におりましたと

きのこと、あの年代ではそれそれが青春そのもの

で、ことある毎に聞かせて呉れました。ただ私に

はどの方が学友で、どの方が戦友なのか、話に出

るお名前が多いので、記憶がはっきりせず申訳な

いと存 じております。先日の川田様の追悼文を拝

見して、本当にこれからを楽 しみにしておりまし

たのにと、涙を新たに無念でなりません。

同志社航空部に居ります時は、母親が,と 配ヽ して

反対されると困るので、内緒で練習に出ていたそ

うでごさいます。当時は戦場に駆 り出される事は

避けられないのですから、あこがれの空で散りた

いと思いなが ら、苦手のランニングもがんばった

道島

と畔1し ておりました。母はどうして度々伊丹へ行

くのか、何 しに行 くのかしらとずい分ながい間だ

まされていたということで した。

父が亡くなって間もない母の心配を背に、仙台

の飛行学校へ入隊、そして満州へ。終戦近 くに中

支へ転属。そのとき乗っていた飛行機が故障 した

ので基地へもどり、あとからひとりで広い中国の

空を飛んでいったそうですが、途中で空路がわか

らなくなり、大変緊張 したこと。また終戦の日に

特攻機に乗 り込み、基地の方々から
｀
帽振れ

〃
の

挨拶を頂いている時に終戦の詔勅がおりたこと等、

何度も感慨深 く話 して居りました。のちに仕事で、

海外出張の帰り、パンアメリカン機の事故で沢山

の方々が亡 くなった飛行機にのる予定のところ、

変更 した為元気に帰国。家族の身も縮む思いをよ

そに
｀
僕は運が強い

〃
と張切っておりました。

酒 。タバコも頂かず、自分の体に自信を持って

休む暇なく頑張って居りましたが、仕事と社会の

ストレスには打勝つことが出来なかったのでしょう

か、57才 になったばかりの56年 1月 5日 、胃癌が

因で他界致しました。下の娘の教育もやっと終り、

これからは自分のために心豊かに生活 してほしい

と願っておりましたのに。誠実で温厚な人がなぜ

こんなに早々と。神の摂理を信 じられぬ想いで今

も居ります。沢山のお友達のお心の片隅に主人の

こと、とどめておかれますよう願ってlLみ ません。

結婚 して31年間、最後まで変ることの無かった想

い出を心の宝に、亡き主人にあ、さわしく生きてゆ

きたいと念 じます。

50年誌、ご立派に成功なさいますように。そし

て主人がお世話になりました皆々様ごきげんよく

お幸せに過されますよう祈 り Lげます。

(川 島 隆男 昭和21年卒 )昭和60年秋
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西山 清君のこと

河 合 達  也

昭和17年 4月 、小づ くりながら眼のくりくりと

した予科生徒が入部 してきま した。同志社中学

(旧 制)出 身で小まめによく働 く感 じです。白いコ

ンビネーション服、白い飛行帽で緑の飛行場を走

り回リピス トの前方で赤と自の旗をも、り回 してい

る姿がいまも眼の中にやきついております。

大部分の先輩が18年 12月 の徴兵で出陣 したあと

我々は伊丹 。盾津に残った約40～ 50名 が仲よく飛

行練習を しておりましたが、19年 6月 、我々も第

3期特別操縦見習士官として仙台陸軍飛行学校ヘ

入隊。約 2ヵ 月間仙台で、高練 。98直協の訓練を

受け、同じ隊内に召集尉官が中練で離着陸訓練を

しているのを横目にみて、優越感を味わったもの

の、その分内務班でしばられてみじめな気持になっ

たことなど思い出されます。

J′
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19年 8月 、部隊は仙台から南満州の緩中に移動。

満州で飛行演習を続け、20年 6月 少尉に任官。背

の余り高くない西山君は短か目の軍刀を腰に吊っ

て、新 しい将校服に少尉の襟章をつけてニコニコ

していた様子が目に浮びます。

任官直後だったと思いますが、全員特攻編成と

なり、緩中 。興城・錦県と 3飛行場に展開。西山

君は仲間と錦県の飛行場で急降下や退避訓練に明

け暮れたと思います。

20年 7月 の終り頃から8月 の始めにかけて、錦

県・興城・緩中の各隊に出動命令が出て、順次、

中支 。北支に展開。幸い最終爆装 して出撃するこ

ともなく終戦。 1年半ばかりの短い軍隊生活では

あったが、殺伐な世相の頃に心の暖まるも、れあい

が出来たのはまことに幸いで した。

戦後、三和銀行で永年活躍されたと伺っており

ますが、彼は関西、私は関東でなかなか会う機会

もありませんでしたが、昭和57年突然の言卜報に驚

きました。

まだまだ世の中のためにも、ご家族の方のため

にも充分ご活躍が期待される有為の方が早 く世を

去られたのはまことに残念に存 じます。

西山清君のご冥福を祈ると共にご家族の方々が

お元気にお過 しになることを願っております。

(西 山  清 昭和22年卒)

(河合 達也 昭和21年卒)

98直協機



痛恨、事故報告

昭和45年 9月 21日 。あの悪夢の事故の日である。

箕浦健二君指導の下に福井空港で行なわれた、我

が航空部の合宿訓練第 2日 日、山田達男君 (前席)、

箕浦君 (後席)は テス トフライ トのため三田式 3型

機で出発。高度約 300mで離脱、滑空に移リノー

マルス トールを実施中、突然左旋転キ リモ ミ状態

となり、空港東側ショルダーに墜落 した。

この事故で前席の山田達男君は、頭の骨を折っ

て死亡。後席の箕浦君も lヵ 月の竜傷を負った。

同志社大学体育会航空部では直ちに事故対策会

議を開き、学生スポーツとして滑空訓練実施に当っ

ては常に安全 。無事故を念頭において訓練を重ね

てきたが、今回このような墜落事故を起 したこと

を深 く反省 し、今後三度とこのような不測の事故

を繰返さぬために、今迄実施 してきた安全運航方

針を更に強化 し、

(1)指導者はあらゆる緊急事態に対処 し得るよ

うに、より高度なヨ1練を積む。

(2)当 分の間 (日召和46年 3月 迄)、 訓練は自粛 し

部の再点検を行ない、再出発の基礎を固める。

の 2点を加え事故の絶無を期することにした。

更に、部員に対しては改めて操縦法・航空力学・

航空気象・機材取扱法等の教育を実施 し、各部門

を基礎から再研究 。整理を行ない、あらゆる面か

ら滑空機の安全性を絶対的なものにするための努

力をすることにした。

今回の事故に関し、各方面に多大のご迷惑をお

掛けしたことに対 し、ここに改めて深 くお詑びす

る次第である。
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アイオーン初乗言己―遺稿―

男達田
―
‥日

― これは故山田達男君が、同志社航空部の部誌 Gliding

Nollに 寄稿 した一文で、生前の山田君が福井空港で初めて

アイオーンに塔乗 した時の感激を綴 ったもので、今、読返

してみて再び涙を禁 じ得ない思いがする一―

僕がアイオーン初塔乗の予告を受けたのは、昨

年 11月 合宿。それは現役部員による新機体の初飛

行も終ったある日、実際に塔乗する僅か数回前の

ことでありました。

「まさか、もう`7!J。 ピス トで教官の口からそ

の言葉を聞いた時、一瞬とまどったもので した。

勿論それまでに、それらしい兆候は無かった訳で

はな く、僕 も仲間 も「ひょっとすると……J、 と

いう期待を幾度か持つこともあったことは確かだっ

たのですが、実際 H-23C型 しか知 らなかった 2

年生の僕にはイ可と云われようと、とてつもなく難

かしく、恐ろしい存在でありましたの

同じ機体を持っている立命館でも塔乗には条件

が厳 しいと聞いていましたし、僕の腕の未熟さも

卜分知 っていたものですから、「やはり乗れるは

ずないよナー_1と 、無理にでも自分に言い聞かせ

さるを得なかったのです。 ミーティングでコーチ

がいくら「皆でも十分乗れる位操縦はやりよいJ

といって も、「 下級生が新機体に疎遠感を持たな

いための励ましJ位にしか思われず、至極ノンビ

リと先輩の飛行振りを見ていたもので した。

待ちに待って訪れる筈であった「 その口Jがあ

んまり早 く来すぎたためか、塔乗までに時間がな

かったためか、出陣前の感傷的気分にひたってい

ゴ」∂ イ思
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る間など全 くあ りませんで した。「塔乗Jが現実

の問題 として我が身に追 ったとき、本来、憶病な

僕を真先に圧倒 したのはなんと云 って も不安であ

りま した。合宿中は何度 もソロに出 して もらって、

ソロ根性は十分身に付 けたお陰で、塔乗は次の機

会まで延長 して くださいなどとは頼まずにすみま

した。そ して「 どうにか帰 って来ます Jと いう言

葉で 自分 自身を励ま しなが ら、準備にとりかか り

ま した。ブツブツと注意事項を唱えなが ら、バ ラ

ス トの準備を した り、既にアイオーンで飛んだ先

輩に色々話を聞いたりしている内に、愈々僕の番

が回って きま した。先輩が不安そうに している僕

の顔 を見て「 軽い、軽い、H-23Cと 同 じたよJ

と励ま して くれま した。

緊張の固 りのようになりなが らも「 僕が乗 る J

と云 うことに囲 りの仲間の何 とも云えぬ反応は感

じられま した。決死の思いで乗 り込んでいる時に、

いきなり「 お目出度 うJと 云 う、誰か気の早い奴

の声が聞えましたが「生きて帰ってから言うてや っ

て くれ ヨJと 、小 さくつぶや くより返事の しよう

がなか ったのを覚えています。

教官の心使 いもよ く分か りま した。 l it席 まわ り

や、フッ トバーの リーチの調整など1貞 々に して も

らった り、あ と「 レリーズに気を付けて J「 とに



かく安全に降りて来いJな どの注意を受けてキャ

ノピーがかぶせられました。

皆がまわりを離れると、間もなく僕を乗せたア

イオーンはガリガリというテールスキッドの音を

後に残 して離陸 したのです。上昇中、僕はその静

けさとスムーズさに感激 していました。音も無 く、

滑るが如 く直進 して昇っていく。あの時の感 じは、

正に天にも昇る気持そのものでありました。

風は/■Nく 無 く、操縦はビックリする位思い通 り

にゆくので、すっかり落着きを取戻 し、不安はと

うに吹飛んで しまいました。上昇角を何時もより

硝、浅 くしたため離脱高度は高 くありませんで し

たが、沈 Fが少ないので場周コースの巾は十分に

とれました。旋回は極 く浅いバンクで したが、ほ

ぼ完全に出来たと思います。「23Cで もこんなに

L手にいかないのに一一J。

晩秋の人目が西の山波を赤 く染めていました.

そして何時も見慣れた水田や、用水路、町の家々

には既にうっす らとしたモヤが掛り始めていまし

た。気味悪い程の静けさの中で後へ後へと流れて

ゆ く地 上の景色は幻想的でさえありました。なか

ば寝たような姿勢でキャノピーから下を見下ろし

ながら、僕は再びその地_卜 に無事帰れるように考

えていました。

飛行はもうファイナルに近づきました。高度が

落ちないので進入がゆっくり出来るよう第 3旋回

は出来るだけ延 し、春江町の街中の家が真 Fに 見

えるまで待ちました。あとは着陸だけです。そう

思いながら進入に入ると「いいか、落付いてやれ

よ、山田君 J。 教官の声がスピーカーから聞えて
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きま した。速度は意識 しな くて もす ぐ100km/h

になりました。恐る恐るダイブを開いたあとは必

死でよく覚えていませんが、最も心配 していた接

地はどうにかうまく済み「 ヨシヨシJと いう教官

の声と同時に軽 くバウンドするショック。続いて

起るテールスキッドの音。そして嬉 しそうな顔を

して走って くる仲間達が目に入った時、思い出し

たようにブレーキをかけたのです。速度が落ちる

と体中の緊張感がぬけてゆくのを感 じました。

一日_停止 した機体は再び今度は後向きにゆっく

りと動き出しました。僕の飛行を心から祝福 して

くれる仲間の手でアイオーンは僕を乗せたまま夕

暮の飛行場を、エプロンの方へ運ばれていったの

です。

アッケないと云へばアッケなかった僅かの時間

の飛行でありましたが、とにかく素晴らしい飛行

でありました。その夜は一つの事をやりとげた満

足感と、勝利感に満され、昼間の喜びをゆっくり

と味わい直したことは、言うまでもありません。

(昭和45年記)

山田達男君へのレクイエム

日

私の手元に、青いビニール表紙の 1冊の手帳が

ある。中はルーズ リーフ式になっていて、表紙の

裏には持主の名刺が 3枚はさんだままになってい

る。それは悪夢のような悲 しい日以来、14年間ず

っと同じ場所、私が朝晩身のまわりの携帯品、財

布や免許証 。名刺入れ 。定期券などを出し入れす

る洋服箪笥の小抽斗に入っていて、折にも、れて目

にとまるし、手に取ろうとすればいつでもそうす

ることが出来る。実際、何回となく頁を繰って几

帳面な字で記 してある内容は、殆ど記憶 して しま

っている。

裏表紙にマジックインキで書かれた持主の名前

は、半分薄れてはいるが、まだはっきりと読みと

オ■る。「 T・ YA3/1ADAJと 。

昭和45年 9月 21日 。21才 7ヵ 月という余りにも

短い一生を、グライダーと航空部に捧げ、福井空

港での合宿中に逝った山田達男君が、 1年 の頃よ

りその日迄、ツナギ服のポケットに忍ばせて、練

習中の注意事項や教官・先輩のア ドバイス、又も、

と心によぎった事柄をその折々にメモしたもので

ある。書き続けるつもりであったであろう頁の半

分は白紙のままで残されている。書かれているこ

とはそう多 くはないが、それだけに彼の航空部と

空への情熱がほとばしるような字句が並んでいて、

若い鳥人の魂の叫びのようである。時々、その頁

を繰り、それを記 した時の彼の気持になってみて、

その時彼のおかれた状況を想像 してみる。そうす

ることが、唯一、彼へのレクイエムになるように

思えて。

田窪

Jィ θ 偲 ぶ 草

(窪田 昌三 昭和39年卒 )



友、山田達男君を想う

新緑の芽がダッシュの姿勢で身構えていた18年

前の京都。大空に対する淡いあこがれが明徳館前

に展示された「イオラスJの美 しい姿体により現

実のものとなり、不安と昂ぶりを胸に新町校舎裏

の部室の ドアを開いた時、一瞬中学生かと見違う

ほどの初々しさで彼がそこに立っていた。

以来、僅か 3年半のつきあいになるとは夢にも

思わず、大空に白い雲を追いかけまわ した友、山

田達男君が逝って早や15回 目の秋が過ぎようとし

ている。

山田君は、我々同期生10名 のマスコット的存在

だった。ソフ トボールなどをさせると下手なくせ

に、グライダーの操縦はうまく、初ソロも斉藤君

に続いて 2番目で私など随分おいてきばりを くっ

たものである。 3回生になると教官として、副将

として後輩の指導にあたると共に、全国大会にも

出場し、当時の同志社大学航空部の 1つ の顔であっ

た。又、自動車係として トレーラーを運転 し、福

井 。富山と何度往復 した事であろうか。重量制限

にひっかかる トレーラーで検間をうけると、「軽

い物ですよ。何せ空を飛ぶんですからJと 、訳の

わからない言訳をして危い橋をわたるという度胸

のよさも思いおこされる。

昭和44・ 45年 は、学生運動はなやかなりし頃で、

学園封鎖等で大揺れに揺れた時期であったが、山

田君は「マルクス・ レーニン研究会Jに も所属 し、

社会の矛盾に対 しては強 く反発 していた。しかし、

その考えを我々に押 しつけるような事はなかった

と思う。我々ノンポリの仲間から「理屈ばかり言

うなJと 、からかい半分に議論をお、っかけられる

と、日をとがらして、 1つ 1つ真面目に反論 して

いた姿は彼の真剣な生き方を反映 したもので、学

園封鎖中の砦へ陣中見舞に行った時の誇 らしげで、

孝重水ヽ
百
田

チョット照れたような笑顔と共に今でも思い出さ

れる。

卒業 したらお父さんの手伝いをしながら、後輩

の指導にあたりたいと言っていた山田君。好きな

子がいるんだけど、まだ片想いなんだと顔を赤ら

めた山田君。大空が好きで自然を愛 した山田君。

時の流れと共に、つらかった京都御所 。南禅寺

での トレーニング、宿舎の湿った蒲団の臭い、タ

陽に染まる白い雪をかむった立山連 1峰。富山空港

に咲 く昼顔の花。無人島でのキャンプ等多 くの思

い出が風化 していく中で、キラキラと輝 く多 くの

時間を残 し、風のように舞い Lっ ていった山田君

の事は、私達の心にいつまでも生き続けていくだ

ろう。

「青春院楽空 日連信士 J、 年を取ると共に身に

着 く世俗の垢、 LI渡 りという名の下で肯定 してい

く打算。そのようなものとは無縁の世界、天国の

空で今日も遊んでいるだろうか。

最後に、年に一度私達は山田君の墓参りをかね

て京都に集まり、山田さんのお宅にお伺いしてい

るのだが、多分つらいお気持ちもあるだろうに、

いつも暖か く歓迎 して下さるお父さん、お母さん。

私達のよりどころとして、又、山田君との伴のあ

かしとして、いつまでもお元気でいてほしいと思う。

(福 永 重孝 昭和46年卒 )

山田君が出場 した第19回全国大会プログラム

ゴ4ゴ



※霧ケ峰式 MITA 3型 J A2051

142 偲 3ゞ 草


