
翔友会便 り

最近の学生と社会のつながり

昭和28年同志社大学工学部入学

昭和32年同志社大学工学部卒業

同志社大学工学部機械工学科教授・工学博士

機械系就職委員等歴任 。現教務部長

「学生時代に、 2年先輩の渡辺 (洋一さん)

に誘われて航空部に入りました。工学部なの

で授業や実習の間に部活動や合宿に参加する

ようなことでしたが、それでも購入第 1号機・

霧ヶ峰式はとK14型 の命名式を学生会館前で

行った し、玉水や高松の合宿に参加 したこと

が記憶に深 く残 っております。しばらくあい

だがあきましたが、みなさんに声をかけられ

たのでこれからせいぜい協力 しましょうJと

いって下さいました。ところが、おっかける

ように教務部長という激務につかれたので全

く息をつくひまもない毎日のご様子です。

坂 ロ ー 彦

昨年度、所属する機械系学科の就職委員を経験 し、学

生の就職を通 してみた社会とのつながりといったものに

ついて述べてみたい。

最近の学生の多くは、偏差値により大学を選択 し進学

して くる。民間企業は、大学を選び学生を採用する、と

いった方式がとられている。これらの是非は別として、

社会と学生はこのような体制の中で、それぞれの判断に

より選択をせざるを得ないのが現状である。

機械系学科では、まず 3回生までの成績のランキングを

求め、求人企業名、求人数を褐示 し、学生の希望会社名を

提出させる。それらの資料をもとに個人面談を実施 し、順

次推薦先を決定するといった手順により、毎年就職斡旋

を行っている。現在、技術系の就職は大部分学校推薦の

方式がとられている。この1方 式は、企業と大学との信頼

関係の上に成立する一種の紳士協定のようなものである。

現代は情報過多で、時によりその情報に振り回され、

また、一面的な情報による影響が就職戦線に甚だ害を与

えることがある。また困った現象の 一つとして、
｀
赤信

号みんなで渡れば恐 くない
″

といった、現代の若者に共

通の意識が非常に強く感 じられる。本学機械系より、一

社数名以上採用の企業が毎年何社かあらわれる。これら

の良否は別として、友達同志で誘い合って企業訪問する

ケースが多い。自主的判断により進む場合は是とするが、

安易に他人の影響を受け進路を選ぶ場合がある。毎年、

就職担当者の大きな悩みである。

今、社会が求めている学生は、常に刺激を求め、野心

を持ち、仕事に情熱的に立向うタイプの人間であろう。

本学卒業生には他大学生にはみられない良心といった人

間性が備わっているとの評価を受けている。本学は入学

前には偏差値の高い、資質の優秀な学生が数多く入学 し

ている。その学生達が社会の求める人間に成長 し、巣立っ

て行 くことを強 く希望 している。我々教職に携わってい

る者の責任こそ重大であると感 じる今日この頃である。



雑 感

雄文田石

懐旧の思い、華やかな雰囲気
｀
航空 Fol志社

″
の

半世紀にわたる航跡を追って、賛歌と供宴に沸い

たとき。一― 先日、佐々木哲氏から「翔友ⅢJに

感想を依頼されて、そうだ、一昨年は大変だった。

あの日の臨場感がよみがえった。それは激動する

昭和史に残 した足跡、その叙事詩の中で、3、 と立

ち止まって振り返えった時の ドラマの総仕上げだっ

た。

そのシナ リオを演出した人たち。――情熱を傾

け、役割を果たした記念事業委員の人たち、支え

たOB、 学生の皆 さん。さすがに出来栄えは見事

で、航空部に流れる伝統のきずな、その強さ、固

さが実証された。感謝の気持を込め、改めて拍手

を送りたい。

1年が過ぎた。栄光の歴史は躍進への糧となり、

流れる大河のように、明日へ向って胎動を始めた。

新 しい格納庫は、部活動の拠点を定め、新鋭機は、

養老の山なみを背に南濃の空に舞 う。地域競技、

対抗戦、全日本とイベントは続き、翼は哀歓を乗

せて福井、妻沼と活躍の舞台を移す。その流れに

寄り添うようOB会は、いま、装いも新たに、誇

り高 く「翔友Jの名を掲げ、層ごとに交流の輪を

広げて行 く。それは、次の世代をになう若者
｀
希

望の星
〃

を大空へ送り続けるためにも一― 。

折 しも秋深まる京の街、国体にさきがけ「新 し

い歴史に向って走ろうJの標語が躍る。

学生の皆さん(安全飛行の願いを込めて)

「人は過ちを犯 しがち」という通念があります。

ことの不完全さを容認 しようとする雰囲気の漂う

言葉です。しかし、空のスポーツの世界では好ま

しいとは言えません。ここでは完全さが常に対話

の窓□とな り、
｀
欠陥ゼロ〃

に向って自らを律す

Jθ

る厳 しさが望まれます。「スポーツだから自由にJ

――もっともなことです。といって、何でも許さ

れるでは、たまったものではないで しよう。空の

スポーツも、公共のメカニズムの中で、生き続け

ることに変わりはないのです。
｀
規律のある若者

〃
がいます。苦 しいけれど、

限りなく楽 しい合宿生活を、悔いなく、大切な思

い出にしようとする人たちです。

(現役の頃の悲願の一節 )

(昭和16年卒)
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進 入 旋 回

当たり前のことですが、人間、イヤでも歳をと

ります。私ごとですが、か く言う小生も、今月つ

いに50歳に達 しました。人生の進入旋回に入った

心境です。

社会学科の新聞専攻で したから、もともとマス

コミ志向ではあったのです。が、それは当時、よ

うやく隆盛期を迎え始めていた TVの分野に、何

となく憧れてのこと。ちよっとヘディングを間違

えて、いつの間にかブン屋になっていました。

当時、先輩から言われたものです。「何かと引っ

込み思案のお前に、ブン屋なんか努まるのかよ

オ…… J。 その通りで した。引っ込み思案は、今 も

直りませんし、大スクープなどとは無縁の
｀
泣かず

飛ばず記者
″

で、30年近 く過ごして しまいました。

人生というものは、面白いものです。どこかへ

首を突っ込めば、なるようになるものです。ただ、

フライ ト・ プラン通りにはいきません。もう少 し

高い高度で飛ぶはずが、私のように、ベレンコ中

尉ばりの海面すれすれ、超低空でフライ トを続け

ている者もいます。

オイル・ ショックの時で したか、ライン・パイ

ロットが余って仕様がなく、若手は窓□業務にま

で回されたとか……。今朝の新聞が伝えています。

路線拡張時代を迎え、再びライン・パイロット不

足が到来、一部を自衛隊からの
｀
害1愛

″
でまかな

うという。私の学生時代にもlDlじ 現象がありまし

た。女性の流行を引き合いに出すまでもなく、世

の中というものは、同じ事の繰り返 しの中で、時

がたっていくものだとつ くづ く思います。

田辺で、今出川で学び、青春をおう歌 している

学生鳥人諸君が、世の中へ出られて、どうか思い

通りの雄飛をされるよう祈 らずにはおれません。

拡正
「
幻

可
４丹浩山浅

自馬に集う

遠 くから聞こえるカッコーの鳴き声と、カーテ

ンからこばれるやわらかな朝の光にまどろみなが

ら、暑 くもなく、寒 くもなく、久 しぶりに心なご

む朝を迎えた。北アルプスの山懐にあって、針葉

樹林に囲まれた高原の朝、ハッピーホリディーの

朝である。

一昨年 10月 、航空部50周 年記念式典に参加 した

39年卒の諸氏から「久 しぶりにどこかでのんびり

と会いたいなァ」との話が出て、斉藤・窪田両氏

の企画により、昭和62年 6月 27日 田・瀬川先輩経

営の長野県白馬村ペンション「ハッピーホリディ

ーJで同期会を開催することとなった。

東からは、槙原氏・青木氏とニッカーボッカー

スタイルで自馬連山を縦走 して来た元気いっぱい

の山上氏の 3名 。西からは、なんと大津からオー

トバイでイージーライダースタイルでやって来た

佐藤氏。名古屋からは、卓で繁原氏と私の 2名 。

合計 6名 のユニークな面々が約束の17時 までに集

合 した。

皆んなの元気な顔から「や―や一ごぶさたJの

声と共に笑みがこばれ、瀬川さんとカワイイ奥さ

んの明るい出迎えを受ける。

卒業 してから、20数年という時間が凝縮された

ようで、瀬川さんも八尾の トタン屋根の宿舎から

「オッス〃Jと 出て来たようで全 く変っていない。

なつかしさがこみあげて くる。

ひとしきり昔話に花が咲いた後で「温泉でも行

くかJと瀬川さん。白馬といえばアンノン誌で有

名な北欧風ペンションとピチピチテニスギャル程

度の知識 しかもっていなかったが温泉があるとは

意外である。

さっそくワゴン車に乗せてもらって、白馬八方

温泉へ着 く。ペンションから5分程度と近い。し(昭和35年卒 )



かも露天風呂である。一応、男女区分はヨシズで

区 L7」 られていて見えそうで見えないのがニクイ。

この露天風呂は、白馬大雪漢の雪どけ水を集めて

とうとうと流れる松川の河原にあり、湯につかり

ながら八方尾根や白馬岳の山なみをながめること

が出来る。この温泉は、昭和61年 12月 に開設され

たばかりというだけあって、まさしく出来たての

ホヤホヤで湯気が立っていた。

一風呂あびたあとはワインでカンパイ.皆んな

でワイワイやりながらフランス料理に舌づつみを

うつ。「奥さんうまいです ョ |と いうと、げ
私は手

伝うだけJと 奥さん。何とシェフは瀬川さん。脱

サラ後 5年 間、料理の勉強をしたと聞いて ビック

リ。学生時代の瀬川さんからは想像 も出来ないし、

奥さんも大変な苦労をされたんだろうと一同感心

することしきり。

翌朝は 6時に起床 し、ワゴン卓を無断借用 して

黒菱平、兎平へ朝メシ前の ドライブ.白馬大雪漢

をながめ、オゾンを胸いっばいに詰め込んで F山

すれば、 1度 ホッカホカのクロワッサンとマイル

ドコーヒーのお待ちかね。

緑の トンネルとアットホームなペンションでの

1日 はアッという間に過ぎ去り、きっともう 一度

来るぞと心に決めて自馬を後にした。

ちなみに、ハッピーホリディーの費用は 1泊 2

食付で 1人 7,000円 と格安。 |11月 と夏体みシーズ

ン中をさけて行かれるのが得策です。

帰路は、繁原氏のクラウンにイジーライダーを

除 く全員が乗り込んで黒四ダムを見学、さらに安

曇野の民芸食事処「も、くらい家J―福が来るとい

う意味―で、馬さしと地酒で、又逢う日を楽 しみ

にカンパイし、松本駅で散会 した.

この次はもっと西の方面、岡山か九州で39年卒

12名 が全員集えることを願いつつ…6

(昭和39年卒)

何年ぶ りかのめ ぐり会い

繁 損 青 山 佐
原 原 木 上 藤

瀬
川



翔友会有志ゴルフ会

南 村 清 治

創部50周 年記念事業も無事終り、ホッとしてい

ると、二、■の幹事の方々より、「50周 年もすん

だことだ し、一度、皆でゴルフでもやろうか Jと

いう話になり、
｀
同好の志

″
を募ったところ、12

名、 3組のゴルフコンペを開 くことが出来ました。

場所は、彦根の一回先輩にお |± 話になり、昨年

7月 11日 、彦根カントリークラブに集合いたしま

した。ご遠方の東京方面からも友広勝 。河合達也

先輩が出席下さり、名古屋からは吉川禎一 。向井

清人さん。そして地元の一日億夫さん。大阪から

は佐々木哲 。政志郎さん、西田行雄・西山市朗君

に小生。そして窪田監督に土田コーチも参加いた

だきました。

当日は「梅雨の晴れ間_1の絶好のゴルフ曰和。

新調なった真新 しい部旗の前で記念撮影の後、ア

ウトコースよリスター トしました。

かつては真っ白な「 イオラス ,で華麗に大空を

飛翔 した鳥人達も、今日は、地上の真っ白なボー

ルに悪戦苦闘。「OB会 やか ら、ティーショット

で OBがでるの も当り前ですワJ。 などの迷言が

でる始末。「 グライダー操縦の技価Jと「 ゴルフ

の腕前 1と は、何 ら因果関係のないことが判明し

ました。

結局、激戦の末、占川先輩がグロス88、 ハンディ

キャップ156(ダ ブルペ リア)NET72.4の 好成績

で優勝されました。

「大先輩と一日一諸にまわって、ほんとうに疲

れました J。 と優勝の弁.2位には河合さん、 3

位には一園さんが入賞されましたの(全員のスコ

アーは各個人の名誉のため記載 しないことにしま

した).プ レイ終 了後、表彰式と会食を行ない、

夕刻無事解散いたしました。

なお初めての試みということと、コルフ場のエ

ントリー等の都合もありましたので、第 1同 日は

有志という形をとらせていただきました。翔友会

の全員の方々にご案内できなかった事をお詫び申

し上げます。

非常に楽しかったので、ぜひ続けようという心

強いご意見もいただいておりますので、今年の 5

月ごろに第 2回 ゴルフ会を計画しております。参

加ご希望の方は、ぜひご一報下さいます様お願い

申し上げます。

(昭 和45年卒)
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親睦会について

速 見 直 喜

現在、翔友会の縦のつながりは、年に一度の OB

総会のみでありますが、この総会は近年、多分に

マンネリ化の傾向にあり、折角、遠方より翔友の

皆様に集まって頂いても、時間的にも気分的にも

相互の親睦を深めるには程遠いものであります。

これでは参加人数の増えないのも当り前、50周

年で盛り上った翔友会の雰囲気もこのままでは又、

萎んで しまうと思われます。

そこで、隔年 ぐらいの割合で、 1泊 の OB総会

プラス親睦会を持つ事が出来ればと思います。

“ALLOW HEAD"」 A0122の 時代 か ら “AION

Ⅱ"JA2354の時代まで、思い出多い京都で一夜。

学生時代に戻り旧交を暖め、年代を越えた親睦を

得る事が出来ますならば、大学の体育会に籍を置

いた喜びこれに優るものはないと思います。

そして、この親睦会を翔友会の皆様の協力で盛

り上げて行き、そのパワーを現役 。航空部の益々

の発展につなげて行きたいと思います。

(昭和49年卒 )

「イチ・サン会」

坂  口 裕 之

卒業 してもう3年 目。その間、50周 年記念式典、

坂田氏・北林氏の結婚等、大イベントが続いた。

今後も光安氏の結婚等、楽 しい行事が続いていく

だろう。ところが私の回りには、暗い話題 しかこ

ろがっていない。姫路に住んでいると、世間の情

報が入手できない。(誰かが防波堤になっている)

非常に暗い話題の中で今年の 1月 3日 、あった

んですよ、梅田で、名付けて「イチ・サン会 J。

卒業 してからは合宿等で集まることはあったが、

別に日時を決めて大々的(??)に行なった事はな

い。メンバーは田中・北林と私。そして、関大の

岩井。田中たちとは少なくとも年 1回 は、砂糖会

館や木曽川で会っているが、岩井とは卒業以来だっ

た。思い出話に花が咲き、呑んだビールは 5万本

(サ バ言 うな)。 3時間程があっという間に過ぎ、

ゴミ箱の様な泉北の田中の下宿に泊まった。その

時に決定 した。「来年よリイチ・サン会を大いに

継続 しよう。幹事は暇のある先生、坂口なJ。 と

気楽に。来年は多 くの人 (せめて同志社だけでも)

が参加出来る様、連絡を早めに、密に。又、他大

学であろうと、誰でもよろしい。盛会にしよう。

私達の合言葉「 1月 3日 に梅田へJ。

(昭和62年 11月 記 )

(昭和59年卒)

一追記―

63年 も 1月 2日 、呼びかけに応 じて京都に集ま

った面々は、59年卒は田中 。坂口。60年卒は朴・

森田 。中井・小川 。小原 。松尾。61年卒は島崎 。

大山等総勢10名 。ワイワイ、ガヤガヤは何時もの

こと。幸運を呼ぶ新年にあ、さわ しい会合となった。

来年もどうぞ坂口の所までご連絡を。

お待ちしてまっセーー。 電話 (0792)92-9207

<i=―



過 ぎし日、そして今 社会人 1年生

野 村 香 織 新 庄 博 志

航空部という部について、幾たび質問を受けた   希望と不安・野望 。打算・納得等々。新 しい立

ことだろう。                   場を早 く見極めてやろうと焦った 4月 。

rグ ライダー ? えっ、空を飛ぶんですかJ。    浦和へ赴任が決まり、はじめてのひとり暮らし

その都度、時には照れながら、また時には誇らし  に、心躍った 5月 。

く、空のスポーツの話をした。           職場の雰囲気に、やっとはいり込めた 6月 。

その時、説明した 1つ 1つ のシーンは、あの頃   研修から実践へ。会社の商品を初めて売って、

の気持ちといっしょに、今 もはっきりと私の心の  何となく照れ くさかった 7月 。

中に焼きついている。                ムダに時間を過ごした10日 間の夏休みが、やけ

先 日も、
｀
同 じ釜の飯

〃
を食べた友と話 してい  に心地よかった 8月 。

た。「あの時はあの時なりに精一杯悩んだり苦 し   自分の行動が、会社を中心に、会社を軸として

んだりしたけれど、今になってみると実はそんな  動いていることに気付いた 9月 。

に大 したことではなかったのかもしれない。ただ、  社内での責任も生まれ、仕事のおもしろさも、

あの一途な一生懸命さはとてもなつか しい」と。  厳 しさもわかりはじめた10月 。

航空部で得たものは、単に空を飛ぶことを知っ   関東の秋は早足ですね。秋の夜長の楽 しみもつ

たにとどまらない。多 くの未知のものに眼を開か  かの間、今は冬の気配を感 じる11月 です。

せて くれた。航空工学 しかり、気象 しかり、羽布

修理だの塗装だの、はたまた整地のための土木作   シンデレラ。エキスプレスのメロディに、お、と

業まで、数えあげたらきりがない。また、ハー ド  我に返ると、ひかり号は、すでに横浜の街を後に

な状況で、部員が真正面からぶつかることもしば  していました。車掌さんのしゃがれた声が、なぜ

しばだった。 しか し、合間には笑いやいたわりが  か切なく聞こえます。半年前、あんなに長 く感 じ

ぁった。                     られた京都からの 3時間も、今では、落着いて乗っ

みんながそれぞれ思い出を持っている。嬉しかっ  ていられるようになりました。

たこと、悲 しかったこと、たくさんの思いを将来                   (昭 和62年卒)

へもつなげようとしている。

航空部で過ごした時は遠 くなっていくけれど、

もしかするとその重みはどんどん増 して くるのか

もしれない。

青い青い空に吸いこまれるように、グングン上

昇していくグライダー。この姿が希望の象徴となっ

て心に残りつづけるのは私だけではないだろう。

(昭和60年卒)
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