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飛行機 と

―一学生時代彼女が出I来 なかった訳―一

森     茂

現在の大阪国際空港からは、私達が毎週通い続

けた大阪第二飛行場 (当 時はこの様に称 した)を

想像することは出来ない。阪急宝塚線の蛍 ヶ池か

ら歩いて約30分 (当 時駅から飛行場迄、家は殆ん

どなかった)夏は炎天下、冬は空っ風の中一―そ

こに飛行場があると云 う魅惑にかられて通い続け

た (昭和15年 ～18年 頃の話 )。 今の若い人達には

考える事 も出来ない様 な単純で他愛 もない事で

我々はエキサイ トし、満足 していたのかも知れな

い。

当時週 2時間の学校軍事教練があった。私達航

空班 (操縦・機関)に所属 している者は教練 を受

けず (配属将校公認)で飛行場へ行 くことが出来

た。

―一操縦一―

練習機は (陸軍が使っていたのと同型機)初等

練習機 (通称赤 トンボ)と 中等練習機 を使用 した。

生徒は後席に、教官は前席に座って訓練 したもの

である。勿論単独飛行の出来た生徒 も多かった。

昭和17年頃、関西学生合同軍事演習には操縦部の

人達はその練習機で演習に参加 した。余談である

がその時 1機が関西女子医専の校庭近 くに不時着

した附録迄ついた。

―一機関 (小生所属)一一

現役 をリタイヤー したエンジン……中には英国、

仏国製等の珍 しい もの もあった……・の分解、組立

から始 まり、現役のエンジン迄分解修理組立に至

る作業訓練である。勿論今から考えれば週 4、 5

時間位の訓練では到底修理迄出来る訳はないのだ

が、現在の技術水準から見れば幼稚なものである

かもしれない。が航空機は元来其の時代の常に先

端技術の結果であ り、当時我々が周囲の日常生活

から見た場合でも科学技術の粋を集めたメカに接

%

し新たなる魅力と興奮を覚えたものであった。

その後、軍隊に入隊 (陸軍航空隊)満洲で初年

兵教育を受け、幹候受験―一仙 台陸軍飛行学校整

備科、所沢、立川の陸軍整備学校 (現横田基地 )

で教官 (主 として特操、特幹生に対 し)一一最後

は特攻機整備隊長 (実 際は終戦で何 もしなかっ

た)を 経験 した。

元来飛行機 に人一倍関心 と云 うより好 きな小生、

小学生時代の模型作 りから始 まり、同志社高商に

入学 した時、何のためらいもな く航空班に入部 し

たものであった。今でも航空機の爆音を耳にした

時、全 く無関心ではいられない。どんな機種がど

の位の高度でと無意識の間に空を見ている。年に

幾度か空の旅をする毎に、航空機の離着陸を戦争

中大阪第二飛行場で初めて眼のあた りに見た時 と

全 く同じ関心 (興奮に近い)気持でもって眼は飛

行機 を追っている。

恐 らくこの気持は死ぬまで続 きそうだ。

(昭和18年卒 )

一―大阪第二飛行場

編集子が中学生の頃に大阪第二飛行場の建

設が始まって、我々は動労奉仕 と称 して土運

びに狩 り出された記1意がある。

数年後に同志社に入学、航空部員 として、

ここでお世話になろうとは夢にも考えなかっ

た。だから大阪第二飛行場には人一倍愛着 も

あるし、大 きな顔をして飛び廻 らせていただ

いた。



日々雑感

自 石 美寿 ゞ

航空部を卒業 して早 くも20数年の歳月が流れる

今、増々好奇心旺盛、 自然だ―い好 き、人間だ―

い好 きと人生賛歌の毎 日です。

「切 に思 うことは必ず遂 ぐるな り」まさに実感

の思 いである。なんの東縛感 もないわが伴侶、

騒々しいこと極わまりのない 4人の子供に囲まれ

て私は私 らしく楽 しく暮 らしている。

長い長い夏休み も終えて二学期が始まった。末

っ子の一年坊主

「なんで学校なんか行かんならんの ?」

「なんで給食なんかあるの !学校行 くのいや

や」

と文句タラタラ。登校拒否の第一歩かなと不安

をお|まえる。

主人に子供に声かけしてやってと頼む。

主人無言。視線は新聞。

私「よう新聞読んで知 らん顔 してられるな」

主人「僕が言うて聞 くと思えへん。あんたが言

うたらええやん」

私「登校拒否になったらどうするの」

主人「その時はなんか考えるやろ。僕の方が自

開症や しそんなこと云わんといて」

私「アー私 も自開症になりたい」

とこんな会話の夫婦である。

道元ネ単師 「道′しヽな く とも、 く るしくわび しく と

も善友に近づけ」 と航空部のご縁 も又、然 りであ

る。同輩の阿部氏に、晩年、ニュージーランドか

オース トリアで、皆んなで暮 らさないかと誘われ

たことがある。それもまた、いいなあと思ってい

る。

静岡より愛をこめて

小野田 教 弘

1990年 は、ヤマハグループにとって余りにも記

1意 に残る年ではなかったでしょうか。

東京 ドームでの都市対抗野球優勝、ヤマハチー

ムは、久し振 りの全国制覇を遂げたのです。そし

て8月 オー トバイファンならだれでもが知ってい

るあの、鈴鹿オー トバイ 8時間耐久レース (すず

かはったい)に は、平選手率いるヤマハチームが、

念願の初優勝を遂げ、会社中が本当に大騒ぎにな

ったのでした。

さらには琵琶湖での鳥人間コンテスト、皆さん

ご存 じですよね、毎年恒例のあの桂三枝の司会に

よる鳥人間コンテストです。そこでヤマハの出場

チームはプロペラ機部門で堂々の 3位入賞を遂げ

たのです。もっとも3年程前には、新記録を作っ

て優勝 しましたけれど。何だか企業意識九出しの

会社の PRに なって しまいましたが ……OBの

皆様、又現役の諸君たちお元気でしょうか。卒業

してからしっかりと20年が過ぎました。若千の転

勤はあったもののここ15年間は、この静岡県浜松

に居を構えています。御無沙汰 して先輩諸兄には

実に申し訳なく思っていますが。

BOX便 りはうれ しく言売ませてもらっています。

ところで今日は、ここでとっておきの思い出秘話

をひとつご被露しましょう。昭和40年 当時主要訓

練地はまさに日まぐるしく変化 していくときでし

た。すなわち、高松、富山、鶉野、岡山と、それ

こそ定期便の少ないところを探 し歩いていくのが

実感でもありました。鶉野での事件はちょうどそ

の頃のことでした。

合宿の夜、夕飯の後いつものように皆で風呂に

いこうと言う事になり、ちょっと距離もあるし歩

いていくのはなんだかしんどいなあとなったその

ときです。現在 ANAの Y氏がまたまたいつも

(昭和43年卒 )



の調子に乗って「曳航車でいけばいい じゃねえか。

なにをもたもた してんだ」 と言い放ったので した。

そこで我々一同は、それっとばか リクライスラー

(当 時の曳航車はクライスラー、ビュイック、オ

ールズモビルが多かった)に、乗 り込んだわけで

す。その日の厳 しい訓練の汗を流 して、さて銭湯

か ら出ると、なんだか外の様子がおか しいではあ

りませんか。 よくみるとなんとお巡 りさんが我々

のクライスラーを、 じろじろ見ているんですね。

慌てた我々、即、Y氏 に連絡。

鶉野は、本当に田合で した。元来田合育ちの私、

20年以上 も前のことですが……なぜか心に残るの

は、鶉野なのです。前述 しましたように高松、富

山、八尾、岡山、福井、 と色々と見聞させてもら

いましたが、あの牧歌的な回 りがたんぼばか りの

雰囲気がいまでも強 く印象に残っていて忘れられ

ません。多分、私 と同 じ思いの人は、あの時代 を

経験 した人の中には、た くさんいるのではないで

しょうか。 もう一度何時か訪れてみたいところ、

それは鶉野なのです。

ところで、あの Y氏 あれから一体 どうしたん

で しょうかね。本当に。ナンバープ レー トもつけ

ずにそのまま乗 り付けて しまったのですから、近

所の人が怪 しい車だ といって警察に通報 したのは、

なんとな く田合ゆえ分かるような気が しますね、

ましてや、あの時代の感覚では、外車は本当に珍

しかったんですよ。皆さんも幾 らなんで もナンバ

ーなしでは、車には未 りませんよねえ。

今、台風20号が浜松を通過 しています。外は物

凄い土砂降 りです。そんな時なぜか鶉野の思いが

脳裏をよぎって。

(昭和44年卒 )

瀬戸内海を飛ぶ

吉 岡 右 二

今を去ること20数年前の 5月 6日 。まだはっき

りと覚えている……実に鮮やかに。

立山連峰の自い残雪が私の視界の中に飛び込ん

できた。航空人なら誰 もが一番思い出に残るであ

ろう初ソロである。エンジン付 きのそれは余 り印

象に残っていないのに。 とにもか くにも生まれて

初めて一人で空を飛んだのである。窪田教官 (現

監督)が悩みに悩んだすえ実現させていただいた

初ソロで した。後に私 もこのときの教官の気持 を

いや というほど思いしらされることになろうとは

……この日は現在三浦先輩夫人となられた徳永先

輩 もソロにでられたのです。僅か 4分間の場周飛

行から20う ん年、いまだに麻薬にも似た空の魔力

から逃れられずに頭の先から足の先 までどっぷ り

と航空の世界につかっています。現在住みなれた

大阪の雑踏 を離れて、大分県は仏の里の国東半島

に根 を降ろ して広島、松山を結ぶ西瀬戸エア リン

クという短距離路線に従事 してお ります。そこで

紙面 を借 りまして少 しこの路線の御紹介をさせて

いただきた くおもいます。

皆様は『コミューター航空』という言葉を聞か

れたことがあるで しょうか ?、 欧米各国ではもう

十数年 も前から近距離間の都市を小型航空機 を用

いて定期的に結ぶ路線があり、自転車の車輪に例

えハブ&ス ポーク方式 といわれるや り方で旅客の

利便 を図っています。則ち大型旅客機で主空港に

乗 りいれそこから各都市へ小型機により輸送する

という方法ですが、 日本では諸般の事情によりな

かなかそうはいきません。西瀬戸エア リンクは全

国ではじめての都市間コミューター (離島を結ぶ

ものは以前からある)と いうことで昭和62年 に開

設されました。当所から色々と各方面の注目を集

めてお り、皆様のなかにも知っているとか、利用

"



したことがあるという方 もいら′tる か も矢‖れませ

んね。大分、広島、松山間を19人乗 りのブラジル

製の EMB l10『バ ンデ ィランテ』 という飛行機

を使 って 1日 34主復 してお り、ONE FLIGHT
が長 くて30分 という極 く短い路線です。 しか し瀬

戸内海の島々を目の下にしてそれらが季節、時間、

天候などにより微妙に、あるいはアレッと思 うほ

どに変わって見えるの も他の定期路線にないたの

しみかもしれません。

世間の皆様のなかには (グ ライダーマンの方は

別ですが)イ 型ヽ機はよく揺れるし、危ないのでは

と思 う方 もおられるで しょうがそんなことは絶対

にあ りません (誰や !、 お前が未 っているのが

一番恐怖やて……・怒 りまっせ )。 YS llと おな じ

ようにターボプロッフ
゜
機なので性能は保証ずみ、

且つ室内は静かでエアコンまでついています。お

まけに美人のステュワーデスは残念ながら乗って

はいません。あしからず……ん。観光にビジネス

に一度ご利用 くださいませ。

昨今ハンググライダー、モーターハング、ウル

トラライ ト etcい わゆるスポーツ航空 と呼ばれ

る分野が盛んになってきて皆が手軽に空を楽 しめ

るようにな り、学生時代だけでな く社会人になっ

てか らで も空とかかわ りが多くなると思われます。

今、学生時代の夏の合宿でツナギを着て熱い滑走

路の_Lを機体を押 しなが ら走ったこと、地上場周

(な つか しい言葉の響 きです……私にとっては)、

冬の岡山合宿でのこと、富山での合宿の『一平』

の まずい弁 当な どな ど BACK TO THE FU―
TUREで はないが20年 H‐

ilを 頭のなかで遡 りなが

ら書いています。

卒業 20年

吉 岡 利 春

寄稿のテーマを依頼されて、 もう卒業 して20年

経過 したのだなあと、あらためて、感 じました。

同志社を卒業 して、ゼネラル石油入社、25歳 で結

婚、26歳で長女誕生、27歳で次女の誕生 と家族 も

増え、住居 も東京―西宮―尼崎―松山一り|1崎 と変

遷 しました。年齢 も42歳 と確実に年をとりました。

また仕事 も営業一筋 とは言え、第 1次 。2次の

オイルショック、そして現在のイラクのクェー ト

侵攻 と、職業が ら、大変な目にもあいました。 し

か しながら、つ くづ く考えるのに、精神的には、

何 も変っていないことに気がつきました。学生気

分のままの私が、会社で仕事をし、家庭では、一

家の長 として責任ある立場にいます。利、は、現在

営業担当エ リアとして、埼玉県をもっていますが、

妻沼滑空場近 くを通る時 もあり、グライダーを見

た時なんかは、まるっきり、20年前の私その もの

です。

確かに、今年入社 した社員 と話をすると、考え

方のギャップは感 じますが、それは、仕事 Lの経

験から来たものであると思っています。現にプラ

イベー トで話をすると、彼 らの不満、悩みはよく

理解出来るし、共鳴出来ることもた くさんあ りま

す。航空部の同期、同期入社の人間と話をすると、

精神的に4可 も変っていないのが、非常によくわか

ります。例え、髪がうす くなった り、大った りし

ててもネ。

もう 1人 いますねえ―、話 していて、精神的に

進歩 していないなあ―と感 じる人が。それは、 2

歳年下の嫁はんです。そう20年 たっても、変って

いないなあと感 じる私は、ハッピーなのです。多

分ネ。

(昭和45年卒 ) (昭和46年卒 )
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心の宝

71B藤 恭 行

一旦社会人になって しまうとグライダーを楽 し

むと言うのは随分 と贅沢なスポーツだったのだと

つ くず く思 う。 これだけ人手 と設備、滑空場だけ

でな く不時着の為の色々な準備、設備等のかかる

スポーツは数少ないと思われる。 しか し、最近の

空のスポーツは非常に便利になったと言 うか気軽

なレジャーとして誰で も楽 しめるようになった。

事実うちの新入女子社員の中でハンググライダーの

講習を受けた人もいる。今まで旅客機にしか乗っ

た事のない ものでもヘ リコプターの免詰1を 取 るに

はどうしたら良いか と尋ねてきた りする。NHK
で、パラグライダーの講習番組が特集されたりし

た。パラグライダーのようなものは昔からあった

のだろうと思っていたが、やはり最近の技術に由

るものらしい。昔、学生時代に航空部に身をおい

た者でなければ滑空など体験できない時代ではな

くなった。

私は23年 前に体験 した自分で操縦する感覚 を非

常に大切にしている。 もういちどもっと手軽に安

全に楽 しみたいと言う思いを今で も強 く持ってい

る。空を飛ぶなら自分で操縦する感覚を大事にし

たいと言う思いから、空の楽 しみはその内に自分

で飛ぶ時まで楽 しみに取っておきたいと思う。国

内の出張などではできるだけ鉄道 を使ったりする。

おかげで北海道行 きJL斗星の旅はこれはこれで非

常に楽 しいものだと言う事 も分かった。今の若い

人たちはスキーに行 くぐらいの感覚で、空のスポ

ーッを楽 しんでいるのかも知れないが、その うち

手軽に飛行ができ、安全に気楽にレジャーとして

楽 しめる日が くることを楽 しみにしている今 日こ

の頃です。

(昭和46年卒 )

D°a

邊かに

'中

縄 より

岩 田 武 人

大学を卒業 して12年たち沖縄ですでに 4年間過

ごしています。当地に住んでみると、ここは本土

とは一味 も二味 も違う土地柄で、観光で短期間過

ごすのでは決 して感 じられないものがあります。

独特な方言 (ウ チナー日)を 今でも盛んに話 しま

す じ私達には全 くわか りませんが沖縄でウチナー

ロを理解できるようになれば、 もうこちらの人達

も腹をわって話 して くれるとのことです。文イ帥勺

にも琉球に強いアイデンティティをもってお り、

日本の文化 とは異なると考えています (最近は特

にこの傾向が強い)。

た くさんの行事の中で 7月 の米軍の独立記念 日

におこなわれる嘉手納カーニバルには毎年行 きま

す。 1年 にこの時だけ、あの広大な嘉手納エアベ

ースに一般人もフ リーパスで入れるのです。

周辺を 3つ の町が接 しているのですか ら入ると

その広大さには本当に驚かされます。嘉手納カー

ニバルのメイン行事は航空機の展示です。ほとん

ど写真で しか見たことがないた くさんの種類の航

空機がずらりと並んでお り、米軍人が愛敬をふ り

まいています。

また、 日本の自衛隊では考えられないサービス

として航空機の中を見学することもできコックピ

ットにも乗せてもらえるのです。

このような催 しは横田基地でもあると思います

が、沖縄では米軍の規模 と存在が大 きいため、結

構見学者が多いのです。

この時期に沖縄へ旅行される際は、このカーニ

バルに行かれることをおすすめ します。

さて、沖縄 というとまずマ リンスポーツです。

1年で一番楽 しい季節は、我々木土の人間にとっ

てやは り夏です。美 しい海でダイビングをする人

が近年、大変ふえてきているとのことで、サンゴ



とカラフルな熱帯魚を身近に見ると、もうとりこ

になってしまうようです。残念ながら沖縄本島で

は90%の サンゴが死滅 したといわれており、本当

に美しい海はもう離島のみです。時間が許せば行

って見る価イ直があると思います。

あと、マイクロライ トという軽飛行機 も盛んで、

本島中部では休 日によく見かけます。ハンググラ

イダーも本島南部やJL部 でよくやっているようで

す。狭い島の中で本当に様々なスポーッが混在 し

ているのも沖縄独特ではないかと思います。

沖縄は住んでみると本当に良い所です。永 くは

住むことはできないけれど貴重な体験をしたと思

っています。

(昭和52年卒 )

タマネギと国際空港

上 ノ山 正 人

特産品 。“タマネギ"。 海の青・山の緑。大阪府

で最 も南に位置する市。その泉南市に、小生は勤

務 している。市役所職員、役所勤めである。

市役所職員とはいっても、印鑑証明や住民票の

ことは良 く知らない。道路や学校の建設に直接携

わったこともない。仕事は、 もっぱら “絵"を描

くこと。

描 く “絵"のテーマは「市の将来像」。つまり、

21世紀を目標にした市の総合計画や、新規施策な

どというものを担当している。本人は、いたって

勤勉・有能な企画担当・政策担当のつ もり。だが

庁内では、「絵空事をあつかう気楽な商売」、「か

くのは餅ばかり」との評があることも事実。

その “絵"を描いている泉南の海で、平成 5年

の開港をめざし、空港の建設がすすめられている。

わが国初の24時間運用の海上空港、関西国際空港

である。完成すれば、18万の人と3千 トンの貨物

が、毎日行き交うことになる。

良 くいえば、自然豊かな田園住宅都市。換言す

れば、タマネギが名産の田合まち。そこに国際空

港ができるわけで、毎日 “絵"を描 き続けている

身にとって、これは千載一遇のチャンス。描き甲

斐のある、巨大なキャンバスが現れたわけである。

これから描 く “絵"の 画題は、「海 。緑 。ロマ

ンー臨空都市泉南」。海や山の自然 と、国際空港

がもたらす人 。もの 。情報、それに金を題材に、

これからのまちづ くりを描こうというもの。道路

や下水道、駅前再開発、森林公園の整備など、

都市施設の整備。それに、国際化、情報化、高

齢化など、新たな社会への対応も。ハー ドからソ

フ トまで、あつかうテーマには事欠かない。この

“絵"が現実のものとなるのは、西暦2001年 であ

る。

福井空港の訓1練で、時々ランウェイを見失いそ

うになった小生が、空港を活用したまちづ くりの

“絵"を描こうとは。

最後に空の話題。手元のログ・ブックは、「昭

和54年 6月 13日 /JA 2112/福井空港/飛行時間

14分」の記載以降、空白。あれ以来、操縦得を握

ったことはない。最近は、まちづ くりの発想に、

空からの視点は欠かせないと、ヘ リコプターによ

る遊覧飛行がもっぱら。 しかし、操縦得を握って

のソアリングヘの思いがフッフツと……。

(昭和55年卒 )
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アメリカよいとこ

金 石 真 一

アメリカヘ行ってきた。 1年 と少 しの間である。

飛行機 とヘ リコプタのライセンスを取ってからは、

バイ トなどしながら機長時間を稼いでいた。私の

いたバ ンナイズという町はロスアンゼルスの北西

約20kmで 、バンナイズ空港から離陸するとす ぐに、

サンタモニカやハ リウッドが見える。海岸を1し上

すれば、プライベー トビーチや別荘がいつぱいで

ある。低 く (約30m、 凧とポリスのヘ リに注意 )

飛べば、ビーチの人たちと手を振 り合ったりして

実にいい気分になって くる。この空港には 2本の

平行な滑走路があ り、ファイナルには必ず 2、 3

機飛んでいる。そのためセスナなどで進入又は離

陸 しているとす ぐ横を、B727や DC 9、 C130輸

送機やムスタングの編隊や らがすっ飛んでゆ くの

である。ヘ リはハ ンガーの前などから適当に飛び

出してゆくので、空港付近はいつ も大混雑である。

さて、ライセンスの取 り方であるが、まず身体

検査を受ける (医者の言うとお りにすればよい)

そして学科試験を受ける (2週 間も勉強すれば90

点以 Lだ)最後 に実地試験 を受けるのである。

(教官の指導通 り練習すればほとんど合格する)

この様にアメリカでは簡単に免許が取れて しまう。

しか しトラブルもある。機体関係では、ラジオが

使 えな くなった。速度計や VORが 動かない。

フラップが下 りない。油温計の針が振 り切れた。

などはましな方で、離陸後上昇中高度10mでェン

ジンのバルブ系統が破壊、前べ着陸 してフルブレ

ーキで止った所が滑走路端の手前10m、 という事

もあった。私の友達の中には、ソロ飛行中地面付

近でクラッシュし、15万 ドルのへ りを全損させた

者 もいる (そ いつは無事であった )。

地上にいても安心できない。車を盗 まれたやつ

(た くさんいる)アパー トに帰ったら泥棒が物色

″

中だったやつ、信号待ちで停車中に、目が合った

アル中のおっさんにジンのビンを投げられたやつ

(私の事だ)い ろんな事が起 きる。

しか し、パイロットにとってアメ リカは極楽で

ある。 自動車のように飛行機やヘ リを使えるし、

ジイさんはバアさんを連れて複葉機で飛んでるし、

機会があればまた行ってみたいものである。

(昭和59年卒 )
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B-727-200

Length

Wing Span

Height

46 69rn

32 92rn

10 36m

12 802rn

7,680gaHons

862km/h

4,182km

166

N/1ax Operating Altitude

Fuel Capacitiy

Cruslng Speed

1/1ax Range

Seating Capacltly

ムスタング

ノースアメリカン P51戦闘機ムスタング

は、1940年 に初飛行、最高速度は約 780k/h

で、 日本海軍の零戦より時速で約150k/hも

早く、零戦パイロットは対応に悩まされた。



福岡空港つて何 ?

広 田 佳  史

大学を卒業 し、全 日空に入社 してはや 4年 (本

当は 3年半)何の因果か毎 日々々飛行機が飛んだ

り降 りた りするのを見なが ら、福岡空港 というロ

ーカル空港 (し か し、福井空港 とは一味違う?)で

働いています。これを読 まれるほとんどの方は、

福岡空港 といってもまるでピンとこないと思われ

ますので、この場をお借 りして、福岡空港 とはど

んな所なのか、そ して私の職場はどういう所なの

かを簡単に説明 したいと思います。

福岡空港は、東経…度、北緯…度に位置 し、な

んてことは全 く知 りませんが、 とりあえず九州北

部の福岡市内にあります。ここからは、北は札幌

から南は沖縄 まで全国の様々な所への路線があり、

また、韓国 。中国・ シンガポールなどへの国際線

も運航 されています。ここでカンの良い方ならす

でにお気付 きか もしれませんが、福岡空港は何 と

国際空港なのです。これで皆さんにも福岡空港が

福井空港 とは一味違 うということがおわか りいた

だけたで しょう。

次に、私の職場はどんな所かといいます と、皆

さんは全日空のイメージか ら、かわいい女の子が

いっぱいいて、スマー トな仕事をしていると思わ

れるかもしれませんが、それははっきり言って誤

りです。特に、女の子については、確かに本曽川

や福井 よりは数はいっぱいいます (職場の約 9割

が女性 |!)が、中身がどうかと言えば、私が今ま

だ独身という事実がすべてを物語っていると言え

るで しょう。

福岡空港 という所は、まあこんな所ですが、是

非 ともどんな所か見てみたい、 という物好 きな方

がいらっしゃれば、どうぞいつで もおこし下さい。

私がお待ちしています。

(昭和62年卒 )

5時間滞空

野 並 秀 顕

長い学生生活 もようや く終わ り、この春か ら社

会人となった。配属された所は、東京都青梅市で、

ここは東京とは名ばか り、田辺に匹敵する ド田合

で、自転車で通勤 しているのだが、通勤途中には、

牛小屋はあるわ、田んぼはあるわで、京都の町並

みがたいへんなつか しく思える今日この頃である。

東京 といえば、私は妻沼で 5時間滞空 している

のだけれど、その時は全国大会前で立教合宿に参

加 してお り、午前11時過ぎに、プラスが少 し出は

じめたというので、様子見に一発上げてもらった

のが 5時間の始まりであった。 もちろん最初は 5

時間滞空 しようなどという考えは毛頭な く、せい

ぜい銅賞がとれればいいなと思って飛んでいたの

だが、無心で飛んでいると時間が経つのは早いも

ので、す ぐに 4時間位経過 したように感 じた。 し

か し5時間を意識 した最後の 1時間は、非常に長

く、 トイレに行 きた くなるし、手は じびれて くる

し、 しかも、夕方になってプラスは小さくなって

くるしで、高度が一時300mを 切 った りした。こ

の時はもうだめだと思ったが、最後の望みを、有

名な水門の上のプラスにかけて旋回 しなんとか高

度を持ち直 して、無事 5時間滞空することができ

たのである。

私が最後に操縦拝を握ったのは、 2年半 も前に

なるのだが、最近はまた飛びたいという気持ちが

強 くなってきてお り、そろそろ東京の社会人クラ

ブに入ろうかと考えている。

(昭和63年卒 )
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今、将に翔ばん

山 [l 智 啓

現在私は

'日

本にいます。 1/EX日 空航務本部乗員訓

練センター所属連航乗務員訓練生 として熊本空港

R/W25の す ぐとなりの熊本乗員訓練所で、生活

しています。

しか しながら、社会人一年生 という言葉は何 と

もピンとこない言葉なのです。社会人でありなが

ら、生産性のある仕事はまった くしておらず、訓

練生としてひたすら勉強の毎 日を送っているので

す。入社 して初めの 2ヶ 月はひたすら英会話、朝

から晩まで英語漬けになり、夢でまで英語にうな

される日々を送 り、 6月 中旬よりここ熊本で座学

をうけているのです。

通勤時間 2分、残業なしといえばうらやましが

られるかもしれませんが、週に 2、  31口 |の テス ト

があり、夜 2時、 3時 というのはザラなのです。

このテス トには追試があり、 2度の赤点で訂|1練 4L

クビとなるシビアなもので、学生H寺代のようには

いかないのが現実です。課 目は「航空法」「航空

力学」「気象」など聞 き党えのあるもの もあるが、

厚みがまった く違う、プロになる大変さをひしひ

しと感 じている今 日この頃です。

このテス トの波に加えて、ヨ|1練所から市街地 ま

で車で30分 という地理的環境 も手伝い、 1週間訓

練所を出ていない。関係者以外見ていないなんて

こともザラで、すっかり世間にうとくなっていま

す。ただ飛行機は思う存分見られるが、それ も 1

週間であきて しまったのが現実です。

フライ ト訂ll練 に入ってな くて、有給 もままなら

ず、連体などほとんどない現在、合宿の応援にも

行けな くなってきて、つい積雲を追ってしまうの

です。航空機の一番近 くにいなが ら一番遠いとい

うのが現実です。フライ ト訂ll練 まであと3ヶ 月、

LINE OUTま であと 3年 と少 し、私はまだパイ

タ

ロットではない。パイロットヘのパスポー トを手

にしただけで、これからの努力次第でバイロット

になれるかもしれないという程度の卵なのです。

このままゆで,日 になってしまわないよう、やれる

だけのことをしていき、500人 の命をあずかって

飛べる自信と腕を身につけてラインに出たいもの

です。本当にきびしい世界ですが、それだけや り

がいのあるところです。また好きで選んだ道です。

金のラインロ指 し頑張っていこうと思います。

(平成 2年卒 )



生まれ変わった私

月ヽ馬
｀
きりもみ

″
康 史

皆様、時下ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。

さて、私の近況などもうしてみますと、現在は

「営業マシーン」というものになり、朝は上場企

業、昼は魚屋、八百屋、夜はクラブ、スナックと、

新橋かいわいをはいずりまわっております。

おかげさまで体はむしばまれ、精神は異常をき

たし、夜は眠れないという極めてビビッドな生活

をしてお ります (意味不明)。 そして寮に帰宅 し

てからも、私の部屋にはテレビも CDも ビデオ

もなく、あるのはポトスとアジアンタムと、そこ

に生息、するかたつむりの親子ぐらいなもので、私

の唯一の楽 しみは、会社からへちってきたお歳暮

のカルピスをちびりちびりとや りながら、月に 1

度送られてくる活動報告を音読 し、ほくそえむ く

らいなものです。

さて、それはさておき、ここで私は社会人 1年

生として、学生諸君に言っておきたいことがあり

ます。それは、学生時代の内に、必ず「あれ」を

作れ、そして、絶対に「あれ」はしておけ、 とい

うことであります。

おそらく今の学生諸君同様、私 も学生時代は社

会人になったら「あれ」なんていくらでもできる

だろうと思っていたわけですが、現実は、 日々の

時間におわれて、きっかけやチャンスがなく、私

も学生時代にもっと「あれ」 しておけばよかった

とくやむ毎日であります。 したがって学生諸君は

今のうちにおおいに「あれ」にはげんでいただき

たい、と切に思う今日このごろであります。

追仲

「あれ」はもちろん「仲間」と「グライダー」

だ !。 決 して「○○」と「○〇〇」じゃないぞ !!

(平成 2年卒)

芸術家の卵

浮 田 勝 成

私は今、芸術家の卵である。

ユーザーの指定する色を美 しく再現 し、お世辞

にも美 しいとは言えないダンボールに、その才能

を開花させ ようとしています。カッコ良 く言えば、

こうなって しまう。主にインキの技術フォロー、

改良等を手掛けています。

皆様がよく目にする、 リゲインやポカ リスエッ

ト、農協のみかん等々のダンボール箱に使うイン

キを扱っています。職場は男 6人女 2人で、 8人
の内 5人 までが20代 という、他部門には見 られ

ない若さあス、れるグループです。その中で私は、

相 変 らず、言いたいことを言い、上司か らは、

「 5年 も前から、ここに居る様な顔 をしとる」同

期の女の子か らは、「態度 LL(エ ルエル)ち ゃ

う ?」 と言われています。これは、最近の トレン

ドらしく、前号の深井君の文章を読 まれた方は、

おわか りのはず。これ も、芸術家 として必要な資

質のひとつ !?と 、感 じなが ら、毎 日楽 しく働いて

います。

ところで、学生時代 と大 きく変わったのは、預

金残高と、起床時間であります。

いつ もカー ドでおろすことのできない位の残高

であったことを思えば、今は天国です。おかげで、

私の (車輪の 2つ しかない)愛車 も、新車に化け

てしまいました。起床時間 も、家を出る30分前に

な り、寝過ごしも完全にな くなったのは昨年、 1
年間の リハビリの成果であります。

毎 日、大阪空港を飛び立つジャンボを横 目に、

ひたすら色の道 (も ちろん、インキの)を極める

為、修行に励む芸術家の卵には、空を懐 しむ余裕

はあ りません。10年後、いや20年後の私に、乞う

御期待 !。

(平成 2年卒 )

“



憧れの OL生 活

小 溝  ひろみ

今年の夏は例年にない猛暑だったそうですが、

深窓の OL月 溝ヽ はとうとうギラギラと輝 く真夏

の太陽を見ないままに秋を迎えてしまいました。

毎朝私は、 6時に起 きて、遠い遠い江坂 まで電

車を 3つ乗 り継いで通っています。そ して 1日 の

うちでお日様を拝めるのは、家から電車の駅 まで

(5分)と 江坂の駅から会社 までの間 (2分 )だ

けなのです。朝から日没 までメラニン色素の限界

まで R/Wを /Lり まわっていた去年の夏とはな

んという違いでしょう。おかげで、か弱い私は急

激な環境の変化について行けず、すっか り虚弱体

質になってしまいました。お昼休みに食堂の窓か

ら、青空と大阪空港に向かうジェット機を見るた

び、『あぁ、大学時代はよかった』 と深 くためい

きをついてしまう私です。

しかし、けなげな私はためいきをつくだけでは

なく、ちゃんと仕事 もしているので した。

私の配属先の『応用技術開発部』 という所では、

コンピューターのパ ッケージ・ソフ トの開発をし

ています。ソフ トといっても『ドラゴンクエス

ト』や『テ トリス』ではなく、企業向けの経営支

援ソフ トなので、おもちゃ屋さんや電気屋さんで

は売っていません。根っからの文系の私ですが、

慣れというのは恐ろしいもので、今では指さばき

も鮮やかに(?)コ ンピューターに向かってプログラ

ムを組んだ りしています。

ところで、コンピューター業界では10進数だけ

でなく2進数や16進数をよく使うのですが、その

せいか、 2の 8乗の『256』 という数字を頻繁に

使うのです。その度に、社内の誰にもわからない

ような笑いをもらしつつ、航空部を懐かしく思い

出す今日この頃です。

聖地巡ネL
―-50年 目の再会一―

友廣  勝

中野 孝門

角田 信三  牧野鐵五郎

碓井 宏司

私達には心の聖地が 2つ ある。 1つ は有終館に

代表 される同志社今出川キャンパスであり、 もう

1つ は私達を初めて大空への第 1歩を踏み出させ

て くれた伊丹飛行場、正式には大阪第二飛行場

(現在の大阪国際空港)である。

昭和15年の春、同志社大学予科の九帽をかぶっ

た私達は、50年振 りで平成 2年 10月 19日 、JR大
阪駅に集合、伊丹飛行場 と、同志社今出川キャン

パスヘの聖地巡礼に出発 した。

呼びかけに応 じて馳せ参 じたのは静岡の友廣、

下関の中野、彦根の角田、関西在住の確井 と牧野

の 5人。昭和15年同期生のうち残念ながら門田は

戦死、柳井、中原は病に倒れ、清水は健在だが都

合が悪 くて参加出来ず、同志社 9人衆のうち集っ

たのは、結局 5人 となった。

サテ集った面々には50年前の面影などサラサラ

な く、いづれも自髪老人もいいところ。 しか し気

持だけは以前と少 しも変らず、会った トタンに俺、

お前の間柄。阪急百貨店で学生時代に帰ってカレ

ーライスをパクつき、早 くも思い出話に花を咲か

せる。

阪急宝塚線蛍 ヶ池駅には昔通った改札 口が今 も

ある。現在は自動式になっていて、昔のように、

1区間の回数券にマッチ棒で穴を開けてズルをす

るようなことは許 されない。当時の駅員サ ンは粋

なもので、学生のそんなズルは百 も承知だったと

思うが、学生のことだからと大目に見て くれてい

たのだろう。それをこちらはうまく編 しおおせた

と大喜び したものだ。当時の駅員サン有難 とう。

伊丹の飛行場の変 りようはどうだろう。昔の面

影なんて全 くない。私達がお世話になった朝 日の

格納庫だって トタン屋根が今では防音装置完備の

立派なものになっている。

“

(平成 2年卒 )



中島式ホッカーユニバーサル旅客機が、たまに

ノンビリ飛んでいた伊丹 も、今やジェット機が数

分間隔で轟音を響かせて大空に駆け昇って行 く。

六甲、宝塚、池田の山々もその山容は昔 と少 しも

変らないが、 よく瞳をこらしてみると、麓から這

い上ってい く住宅の波は今や高層マンションを合

めて頂上近 くまで迫る勢いである。

時折 り利用する旅客機の窓から見る今の伊丹平

野の姿からは50年前のノンビリした田園風景の飛

行場の姿は想像 も出来ない。

見学させてもらった朝 日の格納庫では、かつて

シュ トル ヒの連絡機や、グライダー部隊で自由自

在に大空を馳け廻ったモサ連 も、ヘ リコプターの

説明には一寸勝手が違って閉口気味。それで も空

を飛ぶことには変 りはあるメーとチ ョッピリ強が

りも。でも航空部員の親切な説明に大満足。

夕食会は夕陽が六甲に傾 く頃、ター ミナルビル

授業料 (年額 )

1学期50円  2学期40円

学友会費

1学期 5円  2学期 5円

教科書

創立60周年

記念寄附金

120FEl

3学期 30円

10円

15乃 至20円

8円

153円乃至158円

他に新入生は入学金 5円及び学友会入会金10円

を支払う。

の中華料理店で久々の会合に先づ健康 を祝 して乾

杯、窓から見える旅客機の離発着の様子をサカナ

に大いにメー トルを上げる。 もう何十年振 りでの

再会なんて感 じは全 くな く、昨日別れて、今 日会

った気分。その夜は余韻を楽 しみなが ら更にメー

トルを上げて京都に一泊 した。

翌 日は第 2の聖地今出川キャンパスヘ。新島先

生の良心の碑、有終館、致遠館、理化学館、チャ

ペル、同志社中学の建物 とむさぼるように探 し求

めて歩 く。立派な近代的建物の明徳館や至誠館に

挟 まれた赤 レンガの建物のなんと重厚な姿であろ

う。そしてそこに50年前の若 き日の 5人の同志社

ボーイの姿がオーバーラップ して見える。

青春は再び帰 らず。されど我等、今、青春真た

だ中の 2日 間であった。

(昭和19年卒 )

市」 中冒

市」 月及

孝文わ末月及 (糸屯糸鳥)

学生証明用等写真

下宿学生 lヶ 月所要経費

下宿料

文房具参考書他

雑 費

3円 90銭均一

39円均一

10円

4枚 60銭

35円 内外

5円 内外

15円内外

55円 内外

3/‐

50年前の (昭和15年)同志社大学予科学生、学資概算

(入学式当日、予科学生主事 より交付された書類による)


