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毎度のことながら、暑かった夏が過ぎてしまうと、でも涼しかった朝もあったね、など

気楽なこともい うようになる。これを「喉元過ぎれば熱さを忘れる」 と昔の人はいったと

他人事を言 うのは、もうそれで、充分に「歳のセイ」でしょう。

前回の部長短信で、本気で気をもんだ Q8戦争のことも、その ドサクサの油田群の炎

上も、ニュース性を失って ? あとつぎつぎのケチな事件 と、スキャンダルで霞んでしま

ったのを、報道プロの浮気のせいとばか り言えるのか、我ながら心もとない。

われながら情けないが、モノゴトの軽重 と是非は、なんとかケジメをつけたいとおもい

ますが、なかなか ドウモそ うはいかない、この情報過剰時代のジレッタサ。    ・

「いとまん」を食い物にしたあの名 うてのワルを、フセインといい勝負の話題にするの

は巨細混同の、はしたなさ。だが、それに頓着のない気ままな世間のウワサには、つい巻

きこまれてしま うのでは……イヤハヤ……。

フセインとブッシュが、その うちワルの双璧にされる評論の世界では、イマ ドキ日本の

カイフとそのセイフのサイフは何番目の人畜無害のヒョウバンを獲得するだろ うか。

そ うこうするうちに、やっとゴルバ失脚のニュースが入ってきた。やっと、とい うのは

ゴルバの失脚は、いまはマズイと逆進を恐れての落胆のセリフで。

だいたい、ゴルビィーなどと、 うきあがった他国の人気が突っ張 りになるわけはない。

ソ同盟保守派とい うロシアコムニス トのクーデタを甘 く見た連中には「晴天のヘキレキ」

だろ うが・……これは翔友仲間には、「先刻ご承知」のマクアイ劇でして…・・・しばらくはロ

シアの ドタバタをよそに、なにか涼 しげな秋の話題は、となると……。

メヌマの話は、土ホコリにまみれて、なお暑苦 しいし、木曽川はデコボコだし、アソは

すんじゃったし、となると、フクイの新宿舎のことになろ うか。

トイレに本棚を置いてとは求めないが、ひろい飛行場のそばの トイレでオデコを打って

どうなるのだ、せめて京間の 1畳 ぐらいは、頭割 り6人 に一つ、「 1歩前進」などタマゲ

タ標語のいらない、大の嗅覚での合格は無理としてもセメテ駅前ホテル並なら辛抱も……

涼 しい話が、臭 くならない話にズレテシマイマシタが。

予算のわ くトカい う障害を乗 り越えての福井のシンシュクシャは、気の晴れるササヤカ

ながら慶事でありました。

オース トラリアは広いそ うです、でも、蒙古の草原も広くて涼しげです。

樺太でもレジャー向きの飛行場ができるそ うで、北海道のどこそこにもできるそ うです。

どこかにデキルはなしは嬉 しい話 とい うより、聴いて御寒い話題にな りそ うです。

いつまで優勝がメヌマで競われるのかシリマセンが、いささかバカクサク……コンドコ

ソはもうタクサン。目の色をかえてまでムキになるのはモウやめて、東はヒガシ西はニシ

でいきましょう。私もゴマメノハギシリはヤメます。 ―-1991--8--18-―



壁を破れ

騰 窪 田 昌 三

▼今年の全国大会も、慶応・早稲田を初めとす

る関東勢の上位独占とい う結果に終った。

▼学生スポーッ界全体が、東高西低 とい う傾向

にあるのは確かであるが、同じように大学 1年か

らスター トし、性能的にも同じ機種を使用 して練

習 しているにも拘らず、関東の厚い壁を破れない

彼我の差は一体何なんだろ う。

▼顕考に現れているのは、出場選手の搭乗時間

の差である。関西・東海・九州勢に較べて関東勢

は圧倒的に搭乗時間が多い (同志社に比 し2～ 3

倍)。 ▼合宿回数が多いのであろ うか。学連教官

の言によれば、妻沼と木曽川、両滑空場における

年間合宿日数に差は無いと云 う。▼では何故ああ

も差がつ くのか。学生レベルでは、搭乗時間差こ

そ、決定的に実力差となって現れる。

▼側聞すれば、早慶の部員数が非常に多い。新

人も20～ 30人単位で入部 しているらしい (勿論人

学全体の学生数も同志社の 2倍を越える)。 ▼部

員数が多ければ、必然的により適性のある学生数

も増えるだろうし、 1軍 と2軍に分けての切磋琢

磨も激 しくなり、 トップグループ争いも熾烈とな

り、英才教育も出来る。

▼根本的に、練習方法や、指導方法が違ってい

るのだろ うか。もしそ うだとすれば、学連関西支

部担当教官から指摘があると思 うのだが。▼過去

も状況は同じであったが、徹底的な根性論と、夜

明けから日没迄の猛練習で阪大優勝、同志社 2位

とい う年もあったし、関大、立命がそれぞれ 1位

をとった年もあったが、所詮、単年度で終ってい

るが故に、フロックと云われても仕方がない。▼

イ

慶応や早稲田が連勝するのは悔 しいけれど、誠に

立派とい う他ない。▼彼等の連勝を支えているの

は、多分、勝 とうとする意欲、負けたくないとい

う激 しい闘志だと思 う。それが、普段の練習の中

の総てを支配 しているのだろ う。

▼勝ちたい。フロックと云われてもいい、関東

の壁の一角をくず したい。そのためには、何をど

うすればいいのか。考えれば考えるほど、頭の中

は堂々めぐりをする。
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幹部交代式にあたって

3年 主将 三田村 宏 明

幹部交代 と言っても、4月 から実際に仕事を引

き継いでいる自分にとっては、何か今更とい う感

じで照臭 くさえありますが、主将、そしてクラブ

の上級生 として求められているものは何か、改め

て考える良い機会となりました。

主将の任に就 く以前は、先輩から主将とはクラ

ブの雑用係だと言われてお りましたが実際対内、

対外の事務的な仕事が忙 しく、なるほど雑用係 と

は良く言ったものだと感心 してお りましたが、そ

れだけでは、主将と呼ばれる資格はないと思いま

す。それらの仕事をこなすのは当然のこととして、

クラブの雰囲気を造る柱 となる事が必要だと思い

ます。雰囲気などとい うと何か漠然としてお りま

すが、実際グライダーの魅力とい うのは奥が深 く、

自分の経験からいっても、飛べば飛ぶ程面白くな

っていきました。だからこそ我々幹部は 1年生や

2年生にとって「飛びたいなあ」 と思えるような

雰囲気を造って、今までよリー歩先に行った、例

えば 1年生はソロ、 2年生は滞空、 3年生は周回、

そして 4年生は競技会を意識 して飛べる様にした

いものです。たくさん飛んでいる人間が飛んでな

い人間をサポー トして、また逆にクラブ内の仕事

については合宿に参加 している人間を合宿に行っ

てない人間がサポー トしてやるといった、クラブ

全体でがんばって行こうとい う雰囲気を造る事が

結局は全体のレベルアップにもつながると思い

ます。

グライダーとは個人競技です し、他大学の合宿

に参加するのも個人の自由です。しかしみんなで

上手 くなって、みんなでグループソアリングがで

きたらどんなに楽しいだろ うと思 うし、それこそ

同志社が強くなるために必要な事だと思います。

主将を退いて

4年 三 井 克 典

幹部交代式を終え、 1年余 りの主将から退いた。

ふ り返れば実にさまざまなことがあり、あっとい

う間の 1年であつた。

主将をひきついです く
゛
の競技会。東海、関西競

技会では、松田氏が優勝。私自身「周回」 とい う

ものをこの時初めて見たとい うこともあ り、松田

さんがゴールするまでは ドキ ドキして落ち着かず、

同志社に優勝をもたらすゴールを果たされた時は

本当に感激 した。しかし、続 く同立戦では、逆転

負けを喫っしてしまった。敗因はいろいろ考えら

れるが、逆転を決めた立命23の ゴールを見た時の

悔 しさは、今も忘れられない。さらに、 3月 の全

国大会では、他校の機体が次々ゴールする中、

AION Ⅱは地上にいることの方が多かった。地上

で23を押 しながら、他機がゴールするのを見る寂

しさ、こんな思いはしたくない、そんな気持ちで

いっばいだった。

それではどうすればよいのか。とりあえずもっ

と23に乗らなければと、できるだけ合宿に参加 し

た。 9月 には妻沼にもと、立教に参加させて頂い

た (こ れは台風の直撃で飛べなかったが)。 そ うこ

うしているうちに幹部交代を迎えた。そんな 1年

であった。

では主将としての自分はどうだったか。残念な

がらなにもできなかった。とい うのが正直なとこ

ろだ。合宿ばか りに行って、部員との意志疎通が

不十分であった り、 1年生の面倒をあまりみられ

なかった りもした。また、自分達が先輩から受け

ついだものをさらに充実させて次に伝えていくべ

きなのに、それも十分とはいえなかった。ともあ

れ主将を無事終えられたのも、お世話になった諸

教官、なによりも迷惑をかけながらも支えてくれ

た同期の 5人、そして優秀な後輩のおかげであり、


