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年

日召禾口11年

(1936)

日召禾日12年

(1987)

昭和13年

(1938)

昭和14年

(1939)

昭和15年

(1940)

2θ2 年

同志社航空部の主な出来事

昭和11年 12月 4日 同志社大学航空研究会発足
会長 河原政勝教授
主将 尾田 幸雄

須 り|1 済、牧野伊兵衛
竹内 清一、橋本 元雄

後に中村元次郎参加

学連冬季合宿参加(盾津飛行場)機種はアブ
ロ504-K型 (J― BDAB)、 他にアンリオ式28

型など、中島教官、中川助教

正月初飛行(大阪城東練兵場)中川助教、サ
ルムソン乙式24-Ⅱ 型、竹内清一参加

初級機合宿訓練参加(霧ケ峰)尾 田 幸雄、

橋本 元雄、牧野伊兵衛

第 4回 全日本学生航空選手権大会出場 (盾

津飛行場)

8月 第 1回  全日本学生グライダー競技大会出場
(霧ケ峰)

12月

12月

1月

8月

11月

4月

6月

7月

7月

9月

10月

11月

11月

7月

7月

10月

第 5回 全日本学生航空選手権大会出場 (東

京飛行場)

朝霧高原、滑空訓練合同合宿参加

第 2回 全日本学生グライダー競技大会出場

(朝霧高原)

第 6回 全日本学生航空選手権大会出場 (大

阪第二飛行場)

紀元2600年奉祝日本一周飛行 須川済、橋本

元雄参加

15年度、新人 5名入部 (門田、友廣、清水、

中野、牧野)

グライダー合宿訓練参加(霧ケ峰)橋本助教、

市川、門田、友廣、清水、中野、牧野等参加

第 3回 全日本学生グライダー競技大会出場
(霧ケ峰)

大阪第二飛行場、夏季特別訓練参加。阪急宝
塚沿線曽根駅前春日荘合宿 学生助教、須川、

橋本、牧野、竹内

第 7回 全日本学生航空大会出場 (羽田飛行
場)

第11回 明治神宮国民体育大会出場
上級機 飛行機曳航   牧野伊兵衛
中級機 ウインチ曳航  橋本 元雄

i月

学連・航空界の主な出来事その他

志鶴忠夫氏、生駒山で 9時間23分の滞空日本

新記録

盾津飛行場で合宿訓練中の学連教官飯沼、中
島両氏でグライダー曳航空中列車、阪神間を

飛行

日本で初のグライダー 2機曳航成功

生駒山山頂から盾津飛行場ヘソアラー飛行

(」―BCYA)
全日本グライダー大会開催(霧ケ峰)

第 3回 全日本学生航空選手権大会開催

フランス人、アンドレー・ ジャピー氏、パ リ
～東京間記録飛行中、佐賀県背振山に墜落

頓所氏、ハンググライダー初飛行

朝日新聞社機「神風J、 東京―ロンドン間
15,357kmを 94時 間で飛行成功 飯沼飛行士、

塚越機関士

ヒンデンブルグ飛行船墜落

11月 20日 付朝日新聞紙面に第 4回大会の案内

あり。大軌電車 (今 の近鉄)若江岩田下車、上

六から大人往復32銭 とある

航研機、木更津 ～太田町―平塚の三角コース

で周回飛行11,651km 藤田、高橋、関根氏

3月

4月

5月

9月

11月

11月

3月

4月

5月

11月

5月

8月  ニッポン号世界一周飛行に出発

10月  ｀
神風

″
台湾南端で遭難

1月

9月

10月

10月

12月

12月

吉川精―氏、生駒山で滞空10時間、高度2,810

mの 日本新記録

航空日制定

大 日本飛行協会発足、昭和16年度予算344万

円

生駒山山頂の滑空場及び滑空道場完成

学連出身・仁膿中尉 (早大)北支で戦死

東京代々木練兵場、徳川、日野大尉初飛行記

念碑地鎮祭、学連機 も祝賀編隊飛行

満州空務協会、引中正利氏グライダー 3機を

飛行機曳航成功
|

|

|

|

|



年

昭和16年

(1941)

日召禾l117年

(1942)

昭和18年

(1943)

昭和19年

(1944)

3月

5月

8月

9月

5月

8月

10月

10月

6月

7月

7月

7月

11月

12月

同志社航空部の主な出来事

生駒山山頂滑空場完成記念滑空大会 牧野伊

兵衛出場

第 8回 学生航空大会出場(大阪第二飛行場)

玉水滑空場での合宿訓練参加 橋本助教、門

田、清水、牧野、佐々木等

加古川飛行隊の合同合宿訓練参加 操縦班・

ナJII、 大西、白地、岡山、門田、友廣、中野、

清水、牧野、角田、佐々木、黒川、長岡、河

合 グライダー班・市川、岡本等

大阪第二飛行場で「全国の中学校へ滑空機を

贈る運動J伝達式。丸川巖特殊飛行演技

本地ケ原合宿参加

秋季演習参加

満州国建国十周年記念、訪満飛行 岡山巖参

カロ

明石川崎飛行場、大阪第二飛行場の春季合宿

訓練参加

西宮航空ページェントに祝賀編隊飛行 門日、

牧野参加

中野孝門、大阪第二飛行場で訓練中、陸軍九

七戦と地上で接鯛、負傷なし 門田、牧野、

二等操縦士特殊飛行拡張資格取得

京都深草練兵場、教練査閲に空中参加

滋賀県青柳で天虎訓練生80名合宿

同志社専門部教練査閲に大阪より空中参加

同志社教練査閲に天虎より空中参加 杉本、

金沢、山本、岡本、江藤

学徒出陣

門田、友廣、角田、確井、清水、柳井、牧

野、中原、川田、西村、中川、紀平、岡本、

佐々木、杉本、金沢、田島、宮川、山本、

坂本、千、岡本、永棟、河原、江藤、伊藤、

林、外野、他に美馬、森下、手塚、本宮、

小野

残留部員
河合 達也、西 山 清、岡 山 平、川

島 降男、寺井 嚢二、渡辺 四郎、木下

正一、岩 室  清、岸田 禎介、小杉 英

男、本田 芳郎、松 田 弘、千葉 麗三、

大森 賢次、喜多 達雄、中野 典範、田

中 文二、森   茂、柘植 恵二、米子

陽造、沢 木  敬、外村 泰三、吉本 鉄

也、塚本 昌己、柳田 岩雄、亀井 靖郎、

清田 政宏、三谷 博茂、山田美都男、井

□ 克彦、千  嘉 治、松田 為七、樋□

寛忠、加藤 鐘二、古 り|1 武

3月

4月

2月

4月

6月

12月

12月

1月

4月

6月

8月

11月

学連・航空界の主な出来事その他

河辺忠夫氏、福岡県登心山で13時間41分の滞

空日本新記録

航空朝日創刊記念、航空論文募集で神商大坂

本茂氏 1部 1位入選

朝日新聞、タイ国にグライダー贈呈

代々木練兵場に航空発祥之地記念碑完成

太平洋戦争

飯沼飛行士遭難死亡

日本学生航空連盟は「日本学生航空隊Jと 改

称

生駒山滑空研究会発足

第 4回 学生グライダー競技大会開催(霧ケ

峰)

朝日新聞社が計画した長距離機、A-26試作

機完成

大阪第二飛行場に関西飛行訓練所の合宿所完

成

朝日新聞社機、A-26、 2号機は、東京―シ

ンガポール間(5,380km)を 無着陸飛行に成功

大日本飛行協会、天虎訓練所開設。大津市馬

場里

朝日新聞社機、A-26、 2号機、シンガポー

ル発、印度洋上で消息を絶つ

国家総動員法により卒業 6ヵ 月繰上

2月

4月

5月

6月

9月

7月  大阪第二飛行場で訓練中の学連 ピス トに陸軍

二式戦突入 し、 3名 の死者を出す

一  学連教官、山口、賀上両氏、飛行機空輸途中、

笠置山中で遭難殉職

一
― 朝日新聞社機、A-26、 1号機は満州の新京―

ハルピンー白城子の三角コースで周回飛行、

16,435kmの世界新記録樹立。着陸後尚2,000

km分の燃料を残す

2θ′



年

昭和26年

(1951)

昭和27年
(1952)

昭和28年

(1953)

昭和29年

(1954)

同志社航空部の主な出来事

5月  同志社大学航空研究会再発足

部長 田渕潔教授
C  楠   努
SC 明石 信二

M  大 角  勇 他37名

6月  日本学生航空連盟結成。加盟

6月  学連関西初の飛行機同乗飛行に、大角、楠

参加

8月 京都府 ド玉水の学連第 1回 グライダー合宿参
加。関西加盟校10校 より、46名参加、内同志
社 8名  柳島、今西、奥西、渡辺、吉川、藤
田、北尾、増田、他に教官として牧野(伊 )、

尾田、牧野 (鐵 )、 各 OB
ll月  玉水学連秋季合宿参加

12月  玉水学連冬季合宿参加

玉水学連春季合宿参加

玉水学連夏季合宿参加

学連、第 1回  指導者特別講習会参加 (青野

ケ原)尾 田、牧野 (伊 )、 牧野 (鐵 )、 各 OB
及び吉川、北尾他

10月  学連、第 2回 指導者特別講習会参加 (青野
ケ原)自家用上級、教育証明資格取得

11月  玉水学連秋季合宿参加

12月  玉水学連冬季合宿参加

7月 学連関西支部学生13名 、航空再開後、初の自
家用繰縦士の資格取得、内同志社 4名 (吉川
禎一、藤円武司、北尾直敬、増田寛治)

8月 霧ケ峰、学連関東支部合宿に参加

9月 第 1回 全日本滑空競技大会参加 (玉川飛行
場)

学連関西支部競技会出場(高松)ゴヒ尾直敬、
優勝

日本学生航空連盟、小学生朝日、朝日新聞航
空部主催、「健康優良小学校訪間、□本 ―周
飛行J参加

増田 寛治

北尾 直敬

吉川 禎一

藤田 武司

学連 。航空界の主な出来事その他

日本学生航空連盟関西 OB会結成準備世話人
会を大阪(大新楼)で開催

中島 忠英、尾田 幸雄、石田 文雄、牧
野伊兵衛、西 田 勤、中村元次郎、白地
和敏、確井 宏司、牧野鐵五郎

大阪淀屋橋美津濃で日本学生航空連盟関西
OB会発足

4月  日航「 もく星J号三原山に墜落

5月 米国で飛行訓練□本人第 1号 、東儀正博氏
(朝 日新聞社航空部員、学連 OB)

日本学生航空連盟再発足、会長・村山長挙、

加盟校関東15校 、関西10校

大阪大学工学部で風洞実験見学会、千田教授
の講義

近畿大学航空部、玉水で単独合宿

学連関西 OB会は「鵬翼会」と改称

立命館大学航空部 RUA10型初級機進空式

近畿大学航空部、太星 C-3型 中級機命名式

小田勇氏、SA-2型機で28時 間 8分 の滞空

新記録 (生駒)

鵬翼会がナショナルからセコンダリー (光 2・ 2

型)1機の寄贈をうける

日大、木村秀政教授指導 。設計の N-52型
軽飛行機初飛行

文部省通達で学生グライダーを特別教育活動

として解禁

近藤完氏、SA 2型 ソアラーで富士川河□

より藤沢飛行場まで82kmの 長距離滑空

東大 LBS-1型 (再開後初の複座機)V尾 翼

機完成

運輸省、宮崎に航空大学校開設

文部省、日本飛行協会主催、グライダー指導

者講習会開催。全国都道府県グライダー指導

者約50名 集まり、「 グライダーの手引Jの草

案他協議

3月

7月

9月

12月

2月

6月

2月

4月

4月

9月

1月

7月

10月

11月

12月

3月

10月

11月

9月

10月

(阪神―京都―岡山)

(岡 山一高松―阪神 )

(徳島一高知―松山)

(阪神 小松)

2θ4 年



年

日召禾日301F
(1955)

昭和31年

(1956)

昭和32年
(1957)

昭和33年

(1958)

同志社航空部の主な出来事

同志社大学航空部は霧ケ峰式はとK-14型初

級機 1機を購入するため、購入資金請願書を

航空部長木枝燦、主将増田寛治名で各方面に

配布した

機 体 180,000

同・梱包料   10,000
運 賃
ゴム索

部 品

工 具

計 280,000

(昭和60年 に購入 したASK-23は 、総経費550

～560万 となっている)

第 5回 全日本学生グライダー競技選手権大

会出場(霧ケ峰)

第 2回 関西支部競技会出場(高松)Jヒ尾直

敬、優勝

航空部初の所有機は大下学長より「アロウ。

ヘッドJと 命名される

学連、高松～徳島間100km飛 行機曳航に北

尾直敬参加

10,000

35,000

20,000

25,000

8月

10月

11月

3月

3月  学連、高松春季合宿参加

他

8月  第 6回 全日本学生グライ

会出場(霧ケ峰)

北尾、喜田、斉藤

ダー競技選手権大

学連、秋季合宿参加(高松)

第 3回 関西支部競技会出場(高松)藤田圭

一、 3位入賞

第 1回 徳島飛行機曳航合宿参加

学連、春季合宿参加(高松)

学連、特別グライダー合宿参加(高松)

学連、合宿参加(高松)浅山他

第 7回 今日本学生グライダー競技選手権大

会出場(八尾空港)

学連、初級機合宿参加(玉水)

学連、高松合宿参加

学連、各務ケ原合宿参加 北尾、大島、高瀬、

高村、政、釣,木下、井本等

第 8回 全日本学生グライダー競技選手権大

10月

10月

11月

3月

4月

5月

8月

4月

5月

8月

8月

会出場(八尾空港)

10月  学連、高松合宿参加 向井、三浦、岩ケ谷等

11月  学連、各務ケ原初級機合宿参加 釣、守本、

今井、高村、高瀬、北尾、粂川等

4月

8月

11月

11月

12月

学連 。航空界の主な出来事その他

日本航空協会が滑空団体に滑空機奨励補助金

制度、初級機 1機 2万 F]

文部省グライダー操縦研究会開催 (藤沢飛行

場)

阪神飛行場を航空局管理下におき、民間航空

が使用と航空局が各方面に口答で伝達

三田式 I型複座ソアラー「川西J号完成、フ

ラップ採用

国産タイヤを装備 した□航 DC-4、「高千穂J

羽田で試験飛行

1月  南極観測隊、昭和基地上陸

6月  東大強化プラステック製グライダー LBS-3、

飛行に成功

9月 第 6回 世界選手権大会に小田勇氏出場

距 離   329km
高 度  3,100m
周回速度  40 7km/hの 日本記録

4月

10月

11月

4月

6月

8月

8月

9月

10月

米軍に接収されていた伊丹飛行場は近 く返還

の予定と通知あり

ソ連、世界初の人工衛星の打上げに成功

関西学院大、関西初の複座中級機を購入 (H―

22B)「 新月Jと 命名

学連、「たか 8型 Jソ アラー完成

イギ リス本土で初の500km距 離滑空成功、

オリンピア419型

航空協会が購入 した独逸製ベルク・ ファルケ

は有馬丸で横浜着

全 □空 DC-3(JA5045)下 田沖墜落、機長

舟木和徳氏

米軍に接収されていた小牧飛行場は大部分が

返還

セスナ社は複座軽飛行機「C-150Jを 標準

価格7.000ド ルで発売

2θ5



年

昭和34年

(1959)

昭和35年

(1960)

昭和36年

(1961)

2θ

` 
年

3月

4月

4月

4月

5月

6月

7月

8月

8月

9月

10月

11月

2月

5月

6月

7月

8月

同志社航空部の主な出来事

学連、高松合宿参加 岩ケ谷、浅山等

新人八尾空港見学、飛行機曳航見学

玉水へ初級機「アロウ。ヘッドJ運搬

学連、高松合宿参加 向井、三浦、岩ケ谷、

浅山、政、釣等

アロウ・ヘッド耐空検査(玉水)

初級機週末訓練 5月 24・ 31日

同上 6月 7・ 14・ 21・ 28日

学連、中級受験強化合宿参加(八尾)

学連、各務ケ原初級機合宿参加 守本、今井、

粂川、高村、瀬川、田中、田原、倉田、小西、

河□、水日、小林

学連、高松ウインチ合宿参加 政、向井、三

浦、高瀬等

部会、新役員決定

学連、高松合宿、複座中級機活躍

第 9回 全日本学生グライダー競技選手権大

会(八尾空港)出場者なし

追出しコンパ

初級機合宿(玉水)8日 間

初級機合宿(玉水)13日 間

この年より新機種ソアラー購入計画あり、記

録はアルバイトばかり

北野神社バイト  19名
春日神社バイト  21名
時代祭 バイト  19名
大 丸 バイト  24名

第 1回 霧ケ峰初級機講習会参加

第10回  全日本学生グライダー競技選手権大

会出場(八尾空港)

1月  学連、第 1回  滑空記録会(八尾空港)

学連教官、牧野鐵五郎(OB)
銀章科目 滞空、高度獲得

学連教官、北尾 直敬(OB)
銀章科目 滞空獲得

入 試  バイト 13名  1日  400円

立命入試 バイト 5名  1日  400円

祇園祭  バイト 28名  1日  700円

上御霊神社バイト 12名  1日  450円

時代祭  バイト 30名  1日 800円

大 丸  バイト

5月  同志社単独合宿

6月  同志社単独合宿

7月 第 2回 霧ケ峰初級機講習会参加

4月

5月

9月

10月

10月

学連・航空界の主な出来事その他

財団法人日本学生航空連盟、文部省より認可

学連、複座中級機「やまどりJ採用。各支部

に 1機づつ配置

学連、弘中正利氏、運輸省より航空関係功労

者として表彰される

ソ連、宇宙ステーション打上げ、月裏面写真

撮影に成功

松下電器産業より学連に「やまどり」 1機の

寄贈あり、「 ナショナルJと 命名(JA0167)

早大・竹腰氏、沼津合宿中、高度4,200mに
達するも小田原に不時着、機体大破、重傷

慶応・三田式 I型 ソアラーで鈴木英明 。渡辺
敏久監督塔乗、獲得高度2,900m(沼津滑空
場)

東大生研のカッパー8型ロケット3号機打上
げ成功、高度200kmに 達 し観測成功 (秋田
県道川)

学連、H-23B-2型 ソアラー「月星J中研

に配属

ソ連ガガリーン少佐、人工衛星ボストーク 1

号で地球一周に成功

第 2室戸台風の被害のため第11回全国大会中

止。学連八尾格納庫、「あそGJソ アラー等

大破

学連、東海支部、長谷川節子さん、航空再開

後、 2人 目の女子中級免状取得

学連、朝日麦酒からC-150、 1機の寄贈を

うける

2月

1月

4月

9月

9月

12月



年

昭和37年

(1962)

昭和38年

(1963)

昭和39年
(1964)

昭和40年

(1965)

同志社航空部の主な出来事

6月  九州遠征単独合宿 (/1ヽ倉空港)

7月 第 3回 霧ケ峰初級機講習会参加

10月  H-23C型 ソアラー(JA2047) 「イオラスJ

登録

北野神社バイト 6名  1日 500円
春日神社バイ ト 9名  1日 600円
高松神社バイ ト 15名  1日  600円
吉田神社バイ ト    中 lL
時 代 祭バイ ト 16名  1日  800円
日本模型バイ ト 2名  1日  800円
大  丸バイ ト 10名  1日  400円

11月  明徳館前で「 イオラスJ命名式

11月  第12回  全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (八尾空港)

単独合宿実施

2月  7日 間   9月  6日 間

5月 5日 間   11月  5日 間

6月 7日 間   12月  5日 間

1月  学連、第 3回 滑空記録会 (八尾空港)学 連

教官、牧野鐵五郎 (OB)は 距離飛行を完了 し

て銀 C章獲得

7月  第 4回 霧ケ峰初級機講習会参加

9月  第13回 全日本学生グライダー競技選手権大

会参加 (北海道札幌飛行場)

単独合宿実施

3月 6日 間   10月  6日 間

5月 6日 間   12月  5日 間

7月  第 5回 霧ケ峰初級機講習会参加

7月  トレーラー改造、祇園祭アルバイ ト、中研八

尾合宿参加、関西支部予選

8月  マイラー・オールズ廃棄

9月  第14回 全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (/1ヽ倉空港)

9月  役員改選コンパ

10月  ビック購入、体育祭参加、時代祭アルバイ ト

10月  高松空港、実地試験強化合宿参加

11月  高松空港、自家用中級実地試験

11月  OB総会、H-23Cオ ーバーホール

単独合宿実施

1月 6日 間   6月  7日 間

2月 5日 間   8月  7日 間

5月 13日 間   10月  8日 間

2月  追出しコンパ、入試アルバイ ト、慶大合宿参

加(妻沼)

3月  クライスラー購入。九州工大と合同合宿 (小

倉空港)

学連・航空界の主な出来事その他

1月  学連、第 2回 滑空記録会 (八尾空港)

4月  学連に飛行機班誕生

8月  神奈川県藤沢飛行場閉鎖

10月  学連、MITA3型 ソアラー完成

11月  日本学生航空連盟から韓国学生航空連盟に中

級滑空機「霧ケ峰式とび 1型J2機を贈呈

2月  第 9回 世界グライダー選手権大会に小田勇、

島森彰氏参加 (ア ルゼンチン)

4月  わが航空界の草分け、徳川好敏氏逝 く

9月  学連教官、武久昌次、原田覚一郎氏、航空関

係功労者として大臣表彰

10月  関東学院の協力で鷹取式 SH-18初飛行。翼

幅18m、 重量500kg

12月  学連、第 5回 滑空記録会で教官弘中正利氏、

慶大学生菅沼孝之君銀 C章獲得

3月  富山空港でグライダー訓練開始

10月  アジアで初めて第18回 オ リンピック東京大会

開く

10月  東海道新幹線開業

一  ウインチ発航で早大・大沼明夫氏、初めて距離

科目達成、銀 C章獲得。妻沼～川□、54km

3月  日本学生航空連盟創立35周 年記念。飛行機操

縦第 1期卒業生日本一周飛行。(3月 28日 ～

4月 15日 )4,108km
東京―小牧―八尾―高松―高知―松山一大

分一宮崎一鹿児島一熊本一大村―小倉―広

2θ 7



年

昭和41年
(1966)

日召禾口42年

(1967)

2θ8 年

同志社航空部の主な出来事

4月  学連合宿参加 (八尾空港)身 体検査アルバイ

ト

5月  学連合宿参加 (八尾空港)キ ャブオール購入。

同立戦強化合宿 (高松空港)

6月  第 1回  同志社・立命館大学対抗グライダー

競技会開催 (高松空港)

6月  自家用中級受験強化並びに受験合宿 (高松空

港 )

7月 祇園祭アルバイ ト、同立合同合宿

第 6回 霧ケ峰初級機講習会参加

8月  学連関西支部予選出場(高松空港)

9月  第15回 全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (名 古屋空港)

単独合宿実施
5月  7日 間   9月 12日 間
6月  7日 間   12月  6日 間
8月 5日 間

3月  第 2回  同立戦 (鶉野)

3月  八尾学連格納庫で「 イオラス |オ ーバーホー

ル実施

4月  同上「イオラスJ重心測定、耐空検査。OB
懇談会

5月  新人歓迎会

6月  RFC会 議

7月 祇園祭アルバイ ト、中研合宿参加、自家用中

級受験合宿参加

8月  文部省滑空機指導者講習会参加 (松本空港)

8月  学連関西支部予選出場 (富山空港)

第 7回 霧ケ峰初級機講習会参加。学連関西

支部予選決勝出場 (八尾 )

9月  第16回  全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (/1ヽ 倉空港 )

10月  役員交替、時代祭アルバイ ト、中級受験合宿

参力日

11月  機体整備、OB総会

単独合宿実施

4月  富山合宿  9月  富山合宿

5月  富山合宿 12月  岡山合宿

4月  登録アルバイ ト、耐空検査

5月  新人歓迎会

7月 祇園祭アルバイ ト

7月  第 8回  霧ケ峰初級機講習会参加

9月 機体修理、耐空検査

10月  役員交替、時代祭アルバイ ト

11月  第17回  全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (妻沼滑空場)

学連・航空界の主な出来事その他

島一岡山一八尾一小松―富山一長野―新潟―

秋田―函館―札幌―函館 青森―花巻―仙

台―山形―宇都宮―東京

6月  学連教官、弘中正利氏、長年航空界に尽 した

功績で黄綬褒章をうける

9月  福岡大学、学連加盟校で初めて外国高級機

「 ボシアン」を購入、外国機輸入の先鞭をつ

ける

一  英国より輸入の「ス リングスビーT 51ダ ー

トJの テス ト飛行 (松本空港)

2月  日大理工学部製作の人力飛行機 リネット号飛

3ヾ (調布飛行場 )

4月  学連、妻沼訓練所宿舎完成

8月  福井空港でグライダー訓練開始

―  FnJ和 41年 は航空機事故多発する

全国空      東京湾墜落

カナダ航空    羽 田墜落

BOAC      富士山墜落等

1月  早大・島田氏、大島で獲得高度3,360mの 日

本学生新記録

1月 早大・菊地君、大島空港で墜落事故。重傷

5月 福井空港に学生宿舎完成

6月  八尾で訓練中の学連 MITA 3型 ソアラー大

和川に不時着。乗員無事



年

昭和43年

(1968)

日召禾l144年

(1969)

昭和45年

(1970)

同志社航空部の主な出来事

単独合宿実施

2月  岡山空港  7日 間 16人 146回 飛行

5月  富山空港  7日 間 33人 248回飛行

1月  第 3回  同立戦 (岡 山空港)

2月  入試アルバイ ト

3月  部内練習競技会 (福井空港)優 勝 1部・谷川、

2部・岸田

4月  耐空検査、登録アルバイ ト、曳航車キャディ

ラック購入、新人歓迎コンパ

7月 祇園祭アルバイ ト

7月  中級受験合宿 6名 合格 (福井空港 )

7月 諏訪市主催 第 9回 霧ケ峰初級機講習会参

力日

7月  ア レキサンダー・ シュライハー式 Ka-6E型
購入、登録 (JA2096)

10月  役員交替、体育祭、時代祭バイ ト

12月  Ka-6E 命名式、アイオーンと命名

12月  第18回 全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (妻沼滑空場 )

単独合宿実施
3月  福井空港  6月  福井空港

4月  富山空港  8月  富山空港

5月  富山空港 11月  福井空港

2月  入試アルバイ ト、追出しコンパ

3月  H-23C「 イオラスJを Ⅱ型に改造

4月  オ リエンテーション。イオラス、アイオーン

展示

4月  新人歓迎コンパ

7月 祇園祭アルバイ ト

12月  第19回 全日本学生グライダー競技選手権大

会出場 (妻沼滑空場 )

単独合宿実施

2月  鶉 野  6月  福井空港

3月  福井空港 8月  富山空港

5月  富山空港 11月  福井空港

9月 、福井空港で実施の受験単独合宿では上

級 3名、中級 1名合格

4月  オ リエンテーション。 Ka-6E展示、 8物
映画上映、登録バイ ト

4月  イオラス耐空検査

5月  新型無線機購入、専用周波数(27.62MC)
体育会フレッシュマンキャンプ皇子山 YoM
17名 参加

6月  アイオーンを学連東海支部に貸出す。新人歓

迎コンパ

学連・航空界の主な出来事その他

4月 学連教官、原田覚一郎氏、黄綬褒章

4月  グライダーの耐空検査、民間に委譲

4月  米国でシュバイツァー2-32複座機、カリフォ
ルニアか らテキサスまで距離1,095kmの 世

界新記録樹立

6月  関学大「 ボシアンJ、 鳥取空港で事故

7月 学連主催で実施されていた霧ケ峰の初級機講

習会は第 9回 より諏訪市などへ移管された。

これにさきだって 1月 、学連は諏訪市にグラ

イダー 7機を寄贈 した

7月 学連、妻沼滑空場で飛行機曳航訓練開始

7月 琉球大、沖縄国際大の学生13名 は、小倉空港

で体験合宿

7月 米国のアポロ11号月面着陸、人類初の月面活

動

―  英、仏、共同開発の超音速旅客機コンコル ド

1号 、仏で初飛行

2月  わが国初の人工衛星「 おおすみJ誕生

3月  よど号ハイジャック事件発生

6月 妻沼第 2滑空場開設

8月  早大 。モーターグライダーRF-5(JA2123)、
西独より購入

10月  学連、指導員研修会を妻沼で開催

11月  早大・竜ケ崎でモーターグライダーの訓練開

始。学生航空界で最初

2θ 9



昭和46年
(1971)

昭和47年

(1972)

昭和48年

(1973)

昭和49年

(1974)

2ゴ θ 年

同志社航空部の主な出来事

7月  前期試験、祇園祭バイ ト、イオラス整備 (主

翼小骨修理 )

7月  斉藤、山田、教育証明資格取得

8月  部員宅火災見舞。加藤、教育証明資格取得。

高橋、大久保、山井上級合格

9月  アイオーン整備、役員交替

9月  福井空港で山田達男君事故遭難。山田君告別

式、体育会葬

10月  事故処理

11月  イオラス整備、主翼取付 ピン交換

12月  映画の会開催「 さらば友よ」「 フィフィ大空

をゆくJ満員の盛況

単独合宿実施

6月  福井空港 飛行回数 200回
6月  富山空港 飛行回数 392回
9月  福井空港

1月  後期試験

2月  イオラス耐空検査のための整備。フットバー

改良、主翼取付ピン交換、ウインチ製作に着

手、追出しコンパ

3月  45年事故以来訓練を自粛していたが 3月 で訓

練を再開した。

3月 OB総会、イオラス老朽化に伴ない次期新機

種選定、購入資金調達計画立案

3月  第20回 全日本学生グライダー競技選手権大

会、本年は出場者なし

三浦智介監督就任。福井空港に着陸燈設置の

ため従来の自動車曳航訓練は実施出来なくな

り、ウインチ曳航法と切替の時期となり加え

て加古川滑空場の使用も不可能となって訓練
は全般に低調となる

合宿回数 6回  34日
飛行回数    850回
参加人員    132人

5月 吉井川合宿 ウインチ曳航 243回

5月 福 井合宿 飛行機曳航  48回
8月 吉井川合宿 ウインチ曳航 135回

10月  吉井川合宿 ウインチ曳航 190回

10月  福 井合宿 飛行機曳航  28回

合宿回数 6回  36日
飛行回数    852回
参加人員    114人

学連 。航空界の主な出来事その他

4月  学連、加古川滑空場オープン。訓練開始

4月  第 1回 沖縄大学、本土大学合同グライダー

訓練大会開催(沖縄本島北部の本部飛行場)

7月 全国空機、零石附近で自衛隊機と空中衝突

1月  加古川滑空場で大学航空部 OB会連合訓練中

事故発生

3月  加古川滑空場使用中止

3月  妻沼滑空場で第21回全国大会開催

3月  学連、航空従事者養成施設の指定

6月  英空軍学生製作の人力飛行機、1,070mの飛

行、世界新記録

7月  岡山県吉井川滑空場開設

8月  文部省指導者講習会

3月  妻沼滑空場で開催中の第22回 全国大会の競技

中、空中接鯛墜落事故発生 し、関西大学松村

幹夫君遭難。このため大会中止となる

3月 小野田少尉、ルバング島で救出

11月  学連、木曽川訓練所開所式



年

昭和50年
(1975)

昭和51年

(1976)

日召禾l152年

(1977)

昭和53年

(1978)

昭和54年
(1979)

昭和55年

(1980)

昭和56年

(1981)

昭和57年
(1982)

昭和58年

(1983)

昭和59年
(1984)

同志社航空部の主な出来事

部員数     22名
合宿回数    5回
合宿日数    32日
参加人員   115人
飛行回数    883回
所有機体   H-23C   l機

Ka-6E   l機
ウインチ    2
トラック    2
連絡車     1
無線機     2

2月 第 1回  関西学生グライダー競技大会 吉井

川滑空場で開催

2月 第 2回 関西学生グライダー競技大会 木曽

川滑空場で開催

3月  第 3回 関西学生グライダー競技大会 木曽

川滑空場で開催

6月 北尾直敬教官 (OB)飛行機曳航 10,000回突

破、表彰

10月  第 4回  同立戦、福井空港で開催

11月  第 1回  関西 。東海学生競技会、福井空港で

開催

1月  アレキサンダー・シュライハー式ASK-13
(」A2256)初飛行

3月  第 5回 関西学生グライダー競技会

7月  第 5回  同立戦、福井空港で開催

11月  第 6回 同立戦、福井空港で開催

11月  第 7回 同立戦、福井空港で開催

3月  第23回 全国大会妻沼滑空場で開催。 1チ ー

ム参加

11月  第 8回 同立戦、福井空港で開催

3月  第24回 全国大会、妻沼滑空場で開催。本校

より2チ ーム参加

学連・航空界の主な出来事その他

2月  オース トラリアで人力飛行機 ラリー

2月  国産人工衛星「たいようJ軌道にのる

3月  日大人力飛行機「 イーグレットJ号203mの
日本新記録飛行

5月  海上に建設された長崎空港開港

10月  ソ連「金星 9号 J、 人類初の金星の地表面写

真を送信。金星10号 の降下船、金星に軟着陸

12月  日航の HSST(超音速地表輸送機関)の実験

1号機、初走行に成功

9月  ソ連「 ミグ25戦闘機J函館空港に強行着陸

11月  吉井川滑空場閉鎖

1月  日大の人力飛行機「 ス トーク改Jは 2,093m
の世界新記録飛行

3月  木村玄三郎氏、日本初の 3ダ イヤモンド章獲

得(第2333号 )

5月  成田空港開港

12月  弘中正利氏死去

6月  高知県布港沖で旧陸軍三式戦「飛燕J引揚げ

られる

6月 米人アレン氏、人力飛行機「 ゴザマーアルバ

トロス」で ドーバー海峡横断成功。 2時間50

分

7月 愛媛県久良港で旧海軍「紫電改」引揚

12月  西山辰雄氏、300km三 角 コース、速度日本

新言己録。 83k/h

12月  英国「コンコルド機J、
ニューヨーク～ロンド

ン間 2時間59分の新記録

1月  英国で 2人乗人力飛行機初飛行

2月 日航550人乗り、世界最大座席数の B-747SR
沖縄線就航

3月 南極昭和基地、セスナ185、 ビラタスPC-6、

水割れ流失

10月  小田勇氏、F.A.I.ポ ールテイサンデイエ賞

受賞

2月 羽田沖日航機事故

11月  浜松で演技中のブルーインパルスT-2墜落

4月 第 1回  日本滑空選手権、板倉で開催

9月 大韓航空機、サハリン上空で撃墜される

12月  日航 DC-8、 国内線より引退

5月 香川県小豆島の向井氏、手製水上機で熊野市

沖まで250km飛行
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11月 第 9回 同立戦、福井空港で開催

3月  第25回 全国大会、妻沼滑空場で開催。小原

義和出場

5月  新人歓迎合宿。福井空港

6月  新人歓迎コンパ

8月  Ka-6E、  オーバーホール完了 して独逸か

ら帰国

9月  木曽川ウインチ合宿

9月  福井空港飛行機曳航合宿

10月  関西 。東海支部競技会。福井空港

11月  第10回  同立戦、福井空港で開催

11月  木曽川合宿

12月  最終部会

2月 木曽川合宿

2月  ASK-23、 命名式「 アイオーンⅡJ

3月  第26回 全国大会、妻沼滑空場で開催。杉浦
正俊、新庄 博志出場

学連・航空界の主な出来事その他

10月  ソ連宇宙飛行±237日 の滞空記録

一  西独 ミュンヘンでギュンター父子が人力飛行

機で 1マ イル 8字飛行成功

航空機事故多発。

2月  スペインでイベ リヤ航空機墜落
6月  大西洋上インド航空機墜落
8月  日航機群馬県に墜落
12月  カナダで米軍チャーター機墜落

あわせて1,253人死亡

8月  日本人宇宙飛行士決まる。女性の内藤千秋氏

を含む 3人

10月  全国空、塔乗者 3億人を突破 (昭和29年大阪―

東京間 1人 )

10月  エストール国産ジェット機初飛行に成功

昭和60年
(1985)

昭和61年
(1986)

一
年表愉

ASK 23・ アイオーン Ⅱ ニ ュース

昭和61年 2月 、同志社構内で命名式を終ったアイオーンⅡは、 4月 27日 、木曽川滑空場

で進空式を挙行いたしました。

当日はあいにく曇天で、天候には恵まれませんで したが、学連の北尾訓練部長 (OB)も

出席、機体の組立・整備、その他飛行準備万端とどこおりなく終り、小野部長のテープカ

ットのあと、出席者全員の祝福をうけて土田コーチ操縦のアイオーンⅡは勇躍処女飛行に

出発いたしました。

プラスチック機特有のかすかな風切音を残 して飛び立った機は、我々の想像を遥かに越

えた素晴 らしい飛行ぶりを披露 し、居並ぶ関係者の期待に十分応えてくれました。

初飛行を終り地上に降り立った土田コーチも
｀
全 く素晴 らしいの一言につきる。しかも

予想以上に乗 りやす く、技量のある学生なら今す ぐにでも塔乗できる
″

との印象を得たよ

うで、この結果、今後の学生の訓練に大いに活用できる見とおしとなりました。

同機はそのあと福井空港で開かれた学連の指導者研修会の主要機材の一つとして提供さ

れ、参加 した学連教官の技術研修に大変役立って くれたことも併せてご報告いたします。
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