
航空部便 り

心・技・体

齢 窪 田 昌 三

大相撲秋場所が終 った。千代の富士が強すぎる

のか、はたまた他の関取がふ甲斐無いのか、通算

勝星の記録を塗 り替え、全勝での完勝である。 し

かし、彼の今日迄の道程は、決 して平坦ではなか

ったはずである。幾度となく肩の脱口に苦しみ、

それを稽占と」1俵で治 し、先場所は愛児の急死に

泣き乍らも勝負の鬼と化すことで、この上ない悲

痛をはね除けて優勝 している。30才位が限界と云

われる角界で、既に34才 という年令だけを考えて

も、正に敬服に値いする事実である。一体、何が

彼のあの強さを支えているのであろうか。

容易に想像し得ることは、人一倍の稽古と、不

断の研究心、常に新たな目標を自からに課 して、

それを達成 しようと邁進する集中力、あらゆるプ

レッシャーをはね除けることの出来る強靭な精神、

そして、それらを口∫能にするための健康管理 と、

場所を盛 り上げねばならない横綱としての責任感。

こう考えてみただけでも彼の努力のすごさは並大

抵のものではない。『心 。技・体の一致』の極致

を見る思いがする。

一流の人間には学ばされる事が多い。ましてや、

同じスポーツマンとして現役諸君も見習 うべき点

が実に多いのではないか。

―'89年 9月 ―

(昭和39年卒)

平成元年度航空部新陣容



主将の目標

3年  松 田 岡」

グライダーは、自然の力を利用 して、空を楽し

む乗 り物です。 自然の生み出す上昇風に乗って高

度を獲得 し、日常では体験できない景色の中に身

を置いた り、高度を距離に換え、滑空場から遠 く

離れた場所の空や景色を楽 しんだ り、あるいは、

グライダーの進入を拒む荒れたサーマルに打ち勝

って、高度を獲得 した り、そして、競技会では、

それらの技術を競い合って、他のパイロットとチ

ャンピオンシップを争います。 グライダースポー

ツとはこれらソアリングを楽 しむスポーツです。

私達が目指 している自家用操縦士のライセンス

は、ソアリングを自分達で楽 しむ為に必要な資格

に過ぎません。ですから、ライセンスが最終 日的

なのではなく、その先にあるソアリングを目的に

したいのです。 ソアリングを楽しみたいのです。

それには、クラブに力が必要なのです。充実し

た合宿が主催できるだけの力が必要なのです。 リ

トリブマンや無線従事者のみならず、数人のウイ

ンチマンまでも部内で足 りるだけの人材を生み出

す力が。そして、ほとんどの上級生がライセンス

を持ち、ソアリングの技術を互いに磨き合い、競

い合 う。その結果として、同立戦のみならず毎年

3月 に行われる全 日本学生選手権を制する。

このような「強い同志社J、 「同志社資金時代J

を造るには時間がかか ります。私は、今年 1年間

を、その布石としたいと考えます。

― 平成元年度学生役員―

主 将  松 田   岡」

主 務  山 本   康

OB係  山 本   武

会 計  青 木 友里恵

副 将  玉 井 克 典

副 務  吉 川 浩 一

木曽川版初合宿

1年 岡 本 満喜子

私にとって、今回の合宿は三度目であるが、前

回の福井とは趣を異にし木曽川滑空場、しかもウ

インチ曳航ということで、まさに未知との遭遇で

あったわけだ。

さて今1可 は京女 。同志社合宿とのこと。京都女

子大の人々と共に、希望に胸をふ くらませ、宿合

に到着した一行を待ちうけたのは大型の台風11号

である。福井合宿で押し寄せた10個余の低気圧と

いい、誰ぞ雨男、あるいは雨女がいるのか、日頃

の行いが悪いのか、天を仰いで地団駄踏んでも仕

方がない。グライダーはまさにお天気屋である。

舎内待機でウサを晴らし、他大学の人とも親交を

深める機会 となった。

幸いなことに後半は天候に恵まれ、日出度 く初

ソロに出られる方もいれば、単座機で空の彼方へ

消えていった先輩もおられ、ソロなるものに手が

届 くのは何時の日かと見送るのは、下界で姦 く 1

年生連中である。個人的に私自身の副1練内容は、

まさに初歩の初歩であるが、全 く教官任せの遊覧

飛行気分から、僅かなりとも自分で操縦 している

という実感を持てたことが、この合宿の成果とい

うことができるだろう。

しかし約 5日 半の合宿期間中はとにか く暑 く、

汗みず くの、しかも外界から隔離された陸の孤島

的生活を送っていた感がある。 しかし、これらは

学生時代にのみなしうる貴重な体験と自己を納得

させつつ、学生の本分なぞ何処かえ曳航されてい

ってしまい、次第に深みにはまりつつある今日こ

のごろである。



第14回同立対抗戦

平成元年 11月 4日 の福井空港の空は、あ くまで

も高 く、層雲の流れる彼方に丸岡城が浮ぶ絶好の

観戦 日和。寒いのではと覚悟 して行ったのに、意

外なほど暖か く、飛行場に座 り込んだお尻の下の

枯草は心地良い絨緞代 り。青い空、セビア色の芝

生、真自の学連 7号 と誠に良きコントラス トであ

った (,

競技の方はこんな穏やかな天気では論外のこと。

僅かに午前、午後の風の替 り目を捕えて飛び上っ

た 1部の 3～ 4名 の選手が、± 0位の弱い上昇風

を求めて浮んでいるのが精一杯の態。

昔なら考えられない程の悪い気象条件でも、な

んとか浮んでいられるのは、優れた操縦技量 (?)

と、性能の良い機体に助けられてのことか。20分

程滞空して着陸する選手もチラホラ現われたが、

ハイソレマデコ。切角用意した旋回点撮影用カメ

ラも自記高度計も残念ながら出る幕はなかった。

あとは 2部競技を見せてもらったが、仲々スリ

リングな飛行機曳航で見ている吾々を楽しませて

くれた。天候不良で練習量の絶体に少 くない選手

に要求する方が無理かも知れないが、それにして

もハラハラ、 ドキ ドキの 1日 であった。

1部 出場選手 中村、小馬、松田と土田コーチ

(ド イツで整備が終 り帰国したASK-3)

戦績 報 告

今回は残念ながら、気象条件に恵まれず、第 1

部は競技不成立のため引分に終ったが、第 2部で

は女子部員の近藤玲 (2年 )が優勝 、玉井克典

(2年 )が、 3位に入賞する健闘をみせた〔)

一―今、浦島

第 1回対抗戦開催に大変ご苦労された元教

官が何年振 りかで今回の競技を観戦に来られ

たが、4機 同時滞空の状況など見て今昔の感

に堪えぬ面持。

壮絶な対抗戦を期待して来られた元教官殿

には、ノンビリムードのビストの雰囲気には

拍子抜けのご様子.

グライダーが曳航機から離脱しても知らん

顔の旗号手に思はず “オイ !離脱 し́ているじ

ゃないか !"と一喝 !昔の鬼教官の面 H躍如c

でもピストの現役教官は知らぬ顔ぃ

新人類症候群デスネ。



航 空 部 !舌重層 収 告  (日召和 63年 12月 ～平成元年 11月 )

昭和63年

12月 4日 ´ヽ 10日

5日

17日 -27日

平成元年

2月 4日

9日 -15日

3月 6日 ～ 13日

23日 -31日

4月 2日 -8日

5日 ～ 11日

5月 6日 ～ 7日

10日 -15日

20日

20日 ～28日

6月 6日 ～ 11日

17日

21日 -28日

23日

7月 22日

25日 -31日

8月 9日 ～ 10日

9月 2日 ～ 7日

10月 13日 ～ 15日

27日 ～ 11月 1日

11月 2日 -8日

資格現況

同志社12月 合宿 (総飛行回数200回 )

AIONⅡ (J A 2354)耐 空検査合格

浮田勝成 (4年)_三整合宿参加、三整資格取得

山本康 (2年)吉川浩一 (1年)三整合宿参加

追出しコンパ

同志社 2月 合宿 (総飛行回数275回 )

第29回全 日本学生グライダー競技選手権大会

出場選手、大野岡J嗣、太田泰史、山口智啓

成績、団体 9位、個人、大野15位

山本康 (2年)吉川浩一 (1年)三整合宿参加

松田岡J(3年)ウ インチマン合宿参加、認定合格

新人勧誘

グランドスクール (新人勉強会)1年生 8名

同志社新人合宿 (総飛行回数31回 )

新人歓迎会 新人 男子 7名 女子 2名

小馬康史 (4年)自 家用合宿参加、免許取得

中村嘉宏 (4年)松田岡J(3年)自 家用合宿参加

松田岡」(3年)教育証明合宿参加

総合同立戦開会式参列 山本、浅井、岡本、員澤

山本(3年)吉川(2年)山本(2年)三整合宿参加

花火大会

幹部交代式

同志社 7月 合宿 (総飛行回数188回 )

J A 2096整備合宿

同志社9月 合宿(総飛行回数 3回)J A 2096耐検合格

J A 2354ド イツから帰国 耐空検査整備、計測

東海関西競技会、小馬、中村(4年 )松 田(3年)出場

第14回 同立戦

於木曽川滑空場

於木曽川滑空場

於丸山公園
｀
鳥久

″

於木曽川滑空場

於妻沼滑空場

於木曽川滑空場

於木曽川滑空場

於田辺キャンパス

於大阪朝日新聞社

於福井空港

於ぎおん平八

於木曽川滑空場

於福井空港

於立命館大学

於木曽川滑空場

於田辺ラウンジ棟

会議室

於木曽川滑空場

於田辺格納庫

於木曽川滑空場

於田辺格納庫

於福井空港

於福井空港

自家用操縦士   小馬康史 (4年 )

認定 ウインチマン 松田 岡」(4年) 三整、教証なし

特殊無線技士 (乙)Jヽ馬康史、小溝ひろみ、中村嘉宏 (4年)

松田 岡l、 山本 康 (3年)吉川浩一 (2年 )


