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三浦先輩、和子さんお目出とうございます。

話の起 りは 9月 の或る日、 リーン、 リーン「 も

しもし、 ミッチャン?元気 ?J久 し振 りに聞 く、

弾んだ声に「あら、 トク、どうしたの ?Jと 不覚

にも答えてしまった。今までの経験で、こんな場

合私は彼女の突然の決定に、いつも驚かされてき

たからである。予感は的中 したのだった。「 4月

1日 、空けといてねJ「 …?来年の 4月 1日 のこ

と?J私は考えた。エーと今は 9月 になったばか

りだから、あ と半年以上先の事だ。 (ウ ム !そ う

なんだ !絶対そ うなんだ 1)「結婚す るんで しょ

う?J「 うん、そ うなの、私今まで待 った甲斐が

あったわ、理想通 りの、本当にピッタリの人に巡

り会えたの…J(フ ゥーン、 フンフン…それで…

なんぼでも聞いて上げるわよ、20年分 1度に聞い

てあげるから)彼女の喜びがビシビシ受話器を通

して伝わって来 る様だった。「 この前、 2人で衣

装合せをして、顔を見合せて吹き出してしまった

のよJ(も う、そこまで話 しが進 んでいるとは、

やっば り本当かな ?で も4月 1日 と言 うのがどう

も引っ掛かる)「 ところでお相手は どなた ?Jト

クの話 しをずっと聞いていたが、いつ結婚するの

か、分ったが ｀
誰れと

″については、全 く話 しが

及ばないのである。 こんな場合は、順序 として

｀
誰れと″ い`つ″ ど`こで″が普通であるのにで

ある。私はもうこの辺で名前を聞かせて貰わない

と、何んのコメントも出せないと思った。何しろ

結婚生活の大先輩として忠告の 1つや 2つ (いや、

トクには10位は)言わねばならなかったからであ

る。結婚式が新島会館でという事は同志社のOB?

私の全 く知らない人なら、もう既に名前を言って

いる筈である、頭の中でくるくると考え巡らせて

いた。「私の知ってる人でしょう !J「 ウーンと、ど

うかなあ、ムニャムニャーJこ んな訳で、私はと

うとう1番大事な
｀
誰れと″

結婚するのか名前を教

えて貰えずに受話器を置 くことになってしまった。

4月 1日 、新島会館 ロビーは懐 しい顔々で一杯

だった。一体、どんな経緯で今日を迎えたのか分

らぬまま集まった私達の会話は、

A:(心 配顔で)大丈夫かなあ

B:三浦さんに預かって貰 うんやから、安心や

C:そ うやなあ、黙 ってついて行ったらいいんや

仲間の遠慮のない祝福でした。

披露宴の緊張が解けた。 OB会 の ｀
祝 う会

″で

新婚旅行中、車窓から見たスイスの飛行場



は、真面 目な三浦先輩の目尻は下が りっばなしで、

「
1り の中年 OB諸兄は羨しさと、やっかみで、も

う飲むしかないの体でした。 トク (和子さん)の

方も、すっか り三浦夫人の貫録が身に付いて、お

まけにお 2人の息もピッタリの様子で、万事、目

出たし目出たしでした。

三浦ご夫妻のご結婚より19年早 く私共は同期生

同士で、run Wayを 飛び立ちました。以後、乱高

下の激 しいスリルに満ちた飛行を、今だに続けて

います。大先輩を、又、後輩を伴侶に選ばれ、安

全飛行を続けられるであろう、お 2人 に心から祝

福を、そしてお幸わせを願 っております。

(昭和43年卒)

真部さんハワイで挙式

真部朋二さん (55年卒)が、いま流行 りの海外

挙式で、西谷かお りさんとゴールインされました。

5月 12日 、ハフイ 。オアフ島のワイキ リ教会で式

を挙げられたおふた りは、帰国後の 5月 27日 に、

神戸オ リエンタルホテルの披露パーティーでみん

なから祝福を受けました。航空部からは54年卒の

塚本、真部さんと同学年の若代が出席しました。

おふた りは社内結婚で、真部さんはかお りさんの

25才 という若さをしきりに強調 しつつ「30才 まで

待った甲斐があったJと 終始のろけていました。

おめでとうございます。

真部朋二



Wedding Ben

千原さん

千原昌和さん (59年卒)が 3月 11日 、大阪上本

町都ホテルで、中規子さんと挙式されました。

規子さんとは学生時代の橿原市の英会話サークル

からの交際だったそ うです。結婚式の後にはパー

ティーも開かれ、航空部関係では、同期の北林と、

坂口、田中、57年卒川村、60年卒新田、61年卒桐谷

他多数が駆けつけました。千原さんと規子さんは

ペアーのセーターで決めて、息の合ったところを

披露 していました。おめでとうございます。

千原 昌和

舞 い 上 れ

和代 さん

小川和代さん (60年 卒)力 昨`年 (63年 )11月 26

日塚田勝之さんと御結婚されました。塚田さんは

同志社大学では航空部在籍後、熱気球クラブを創

部して活躍した人ですが、ふた りが結ばれたのは

空を通してであると言えるでしょう。

結婚式は京都、同志社新島会館で挙げられ、航空

部関係は和代さんの同期の野村、北林 (宮崎)、

光安 (中井)、 勝之さんの同期の大山が出席 しま

した。

なお、来年 2月 には、なんと双子の出産を予定

しているそ うです。おめでとうございます。

塚田 和代



宮地次期社長結婚

官地隆昌さん (56年卒)が、 9月 23日 、土岐市

若官会館で加藤範子さんと御結婚されました。

宮地さんは学生時代から教官として後輩の指導に

あた りながら家業を継 ぐ修業を積まれてきました。

そして、ついに丸宮陶器∽の次期社長は世帯をも

つことになったのです。おめでとうございます。

4時間にも及ぶ盛大な披露宴には、宮地さんの

かつての大家でもある54年卒塚本、57年卒宮崎が

駆けつけました。丸官陶器の御発展と宮地御夫妻

の今後の御健勝をお祈 り致します。

官地隆昌

― キリス ト様大忙 し

今年は三浦先輩の結婚に刺激された訳でも

あるまいが、合計 5組のカップル誕生で、天

にまします我等が神もさぞや大忙 しであった

ろう。

主よ、かれらに 永遠のやすらぎを

与へたまえ

又 絶えざる光を

照したまえ
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第 3回翔友会ゴルフ会

平成元年 9

於 彦根カ

日 (■1)

―クラフ

早いもので |あ の50周年Jを機会に始めた鳥人

ゴルフ会も今度で 3回 目。今年も11名 がまだ残暑

の残る彦根に集合しました。昨夜は「遠足の前夜

の小学生Jみたいになかなか寝む りつけなかった

OB諸氏。 クラブハウスの美味しいコーヒーブレ

イクで目を覚まし、一同元気よくアウトコースよ

リスター トしました。

第 1回、古川、第 2回、佐々木先輩 と優勝が続

いたので、今回も
｀
財力

〃と キ`ャリア″にまさ

る「熟年組有利Jの前評半1で、向井、政、先輩が

l_3勝候補にあげられましたが、残暑のせいか ?も

う一つ、上昇気流に乗れなかったようです。結局、

初参加ながら加藤 (44年卒)先輩が、 4ア ンダー

68、 で見事優勝されました。 (少 しハ ンデ ィが甘

かったか !)

「暫 く御無沙汰していましたが、これを機会に

翔友会のためにガンバ リますJと 心強い発言でし

た。今後の活躍を期待いたします。

(昭和45年卒 南村 清治)


