
翔友会便 り

私 と航空 部

薩 延 上早

11)人部の経緯

私が岩倉の高商で、ESSの 英語 スピーチや、英

語劇に熱中 していた時、クラスの友人岡山巌君 (18

年法卒)は 、既に二等操縦士の免許を とり、学生

航空連盟の訪満飛行に参加 し、航空時代の主役 と

して活躍 していた。当時の学生は、いづれ軍隊に

行かなければならず、従って当時、馬術部、自動

車部、射撃部 と共に航空部は時代の花形であった。

昭和16年 4月 大学法学部に岡山君 と共に入学 し

た私は、グライダーに乗 ることに決め、同君か ら

市川文男君 (18年 経卒)を紹介され航空部に入った。

12, 部の生活

私の工水滑空場でのグライダー訓練は、初′と、者

組で、私以外は皆予科、専門部、高商 と若い人ば

か りだった。

服装は、戦闘帽、教練服、地下足袋姿で、炎天

下の木津川河川敷を、プライマ リーの、ゴム索引

きに終始 した。

玉水での合宿訓練の他、盾津飛行場での中 。上

級者訓練の見学や、お手伝等の思い出が残ってい

る。

滑空技術の方は、入部の動機が、「軍服の右胸に

翼のマークの付 く航空兵Jに憧れての、遅まきな

が らの出発だったので、薪い人が、 どん どん上達

す るのに比べ、遅々として進 まなかった。

従って、翌17年 4月 (2回生)以 降になると、訓

練に余 り身が入 らな くなっていた。

その後、18年 4月 3回生 となった時、卒業が半

年繰 り上 り、同年 9月 卒業の予定 とな り、この年

の春、本籍地の上京区役所で、延期 されていた徴

兵検査を受けることとなった。

結果は、「第 2乙種合格、飛行兵Jで予備役編

J6

人 とな り、昭和18年 9月 大学を卒業 し、帝国銀行

(当 時最大の普通銀行)に入行 し、 1年間が過 ぎ、

翌19年 4月 に召集令状が来て鈴鹿の陸軍航空気象

聯隊に入隊、気象通信兵 としての教育を受ける事

になった。

此処で又、市川文男君 と、同 じ班で起居を共に

し、終戦迄同 じ道を歩みつづけることになった。

13)そ の後の私

軍隊生活は、 1年余 りで終戦 とな り、復員 した

私は、銀行に戻 り、戦後の経済復興か ら始ま り、

高度成長時代を経て、昭和60年満65歳 を迎える迄、

唯一途に働いて来た。

その間、時代の変遷 と共に、私の■l」 めた銀行は、

帝国銀行か ら、第一銀行、そ して現在の第一勤業

銀行 と変っていった。

私は、今71歳 とな り、隠居生活を送っているが、

考えて見ると、 日本は、嘗て軍事大国だったのが、

今では世界の経済大国にまで成長 し、富は得たが、

心を失っていたのである。

今 日本は、政治・経済・教育の分野で、心が求

め られている。

政治倫理、経済倫理、そ して教育にも′と、を、即

ち、智・徳・体、この 3育が、一体 となって初め

て、円満な人格が形成 されるのである。

複雑な現社会にあって、今や徳育は、特に注 目

される時機に来ていると信ず る処である。

(昭和 18■三卒 )



ちょっと近況 ご報告 女子部員第 2号

小 西 市 郎

私共の方は、秋の取 り入れ前の時期です。H乍 日

は台風14号が接近、今朝は遠ざか リホッとしたと

ころです。日頃はご無沙汰ばか りで誠に申し訳な

く思っています。

私事ですが、一寸近況などご報告いたします。

去る6月 22日 、京都南座北「万広Jで木枝ゼ ミ

が集まりました。航空部 OB大岡秀生君、清水正

彦君は欠席でした。

私は昭和62年 9月 、31年勤めたヤンマーを希望

退職 しました。今は百姓をしながら千代田産業と

い う会ネ11に ■lJめ ています。仕事は自動化工業 ミシ

ンの開発です。 ミシンのことは分か りませんが、

マイコン制御Jの 自動化が勉強です。

ヤンマーを退職 してからいろんな役を言い付け

られました.

農協理事・町土地改良理事・集落営農ビジョン

リーダー・村の土地改良冨」器L合長・氏神 (イ申社)の

L言舌イ支.

以 L、 引受けるのが悪いと思いますがボランテ

fア 精神で頑張っています c (昭和31年 卒 )

上  田 伊 津 子

女子部員第 2号やなんて、女Πらなかったわ /

50有余年の歴史のある航空部の第 2号やなんて、

シ ョック。なんて古い人やったのか と思われて。

でも私は入部の 日のことをついこの間のことのよ

うに、あ りあ りと覚えているのです。それがその、

年を取った証 lt■ と言われそ うですね。

4月 、あの烏丸の門か ら入ったコンコースの両

側に、ず らっ と部の勧誘隊が並んでいて、道いっ

ばいの学生、わ くわ くす るよ うな輝 きの中で した。

私はそれまで FF・ に乗っていたので、 LIひ乗馬部に

入ろ うと思って、馬が 1頭来ていました。左手、

北側の少 し奥の方に。それの二つ手前が航空部だ

ったのです.小さなグライダーが 1機、キラキラ

していま した。私はち ょつ とだけのぞいて行 こ う

と思って……。そんな風に して私の人部は決って

しまいました。

木津の川原で 1度 も引っば らずにパチ ンコに乗

って、だって女子部員 1人 です もの。伊勢 自衛隊

1日 体験入隊 とか、コンパの時、 どうして男の子

って、あんな大声で騒 ぐのか とか、記念撮影の時、

「せ ぇ―のJ「 ワー」でシャッターを切 った瞬問

のこととか、グライダー (馬 もだけれ ど)か ら降 り

て、帰 り道、なんて車は自由に言 うことを聞いて

くれるのか とか、せいせい した ことぐらい しか残

っていない。実にそんな部員だったけれ ど、ず う

っ と、送って くれる後輩達の使 りに、そ う主人や

虐、子達の大学の部の便 りにま じって、負け じと元

気にやって来て くれる同志ネ|:大 学航空部の使 りに、

人には話 した くないよ うな部員だったことは棚に

上げ、だんだん航空部員だった ことの自覚が出来

ちゃって (フ フフ)喜び、自慢のたねにふ くらんで

きているのです。大 きな、大 きなたねに。子育て

で忙 しかった時には、あの特別まずい (ご めんな

木
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さい)字 でやって くる合宿 の if_り に慰 く
゛
さめ られ

た り、試合の結果に,と、を うごかされた り、新 しい

機体のこと等、 しっか りと私の長い生活のなかに

入っていることを思わされます。たった 4年 の現

役生活 より長い長い〇・ G生活なのですか らこ う

言 うものなので しょうか。感謝に思っています。

でもこの頃は、お使 りを戴 く度に、こんな私にま

でに と、 とても気の毒に思い、辞退 しよ うか しら

と思った り致 します。 これはやっば り年を取って

気が弱 くなった証拠ですね。でも、もっ と年を重

ねた ら今 よりも、もっ ともっとお便 りが待ち遠 し

くなるか もしれないか ら…… と。

先年の50周年のお祝の時、大先輩のお話 しを伺

うことが出来ま したc飛行機に乗 られた先輩方は

その時代直接航空隊の飛行隊員 として召集を受け

られ、私達の為に、 日本の為に大勢の方々が散っ

ていかれた こと、そ してそ こにお集 りの先輩方は

そ うい う中を生 きてこられた ことを知 り「そ うだ

ったのだなあJと 実に思わされ、私がそれまでそ

のことを実感 していなかった ことに自分でもびっ

くりで、反省の心いっばいになった ことです。50

有余年歴史のある部に属 しているこの深 さを喜び、

また大切に、一人ひ とりが負 うべ きものがあると

思いました。

も う一つ「同志ネLJが私にはのこりま した。 6

年前、ほん とうに何年ぶ りかで実が結び、クリス

チャンになることが出来ま した。感謝を していま

す。皆様の御健康、航空部の前途をお祈 り中 し上

げます。

初 体 験

川  上  哲  也

岐阜県飛騨の山中、回 りを高い山に囲まれた、

まるです り鉢の底のよ うな、小さな町。空を見 よ

うとすれば60度近い角度で見上げなければならな

い。そんな ところで生 まれ育ったせいか、「碧い

空」にたいする想いは、物心のついた ころか らも

っていた よ うに思われる。

長ず るに連れ、この「lI.に居 るJと い う圧迫感

か らか どうか、見晴 らしの効 く山の頂へ上がるこ

とが好 きだった (単純に高い ところが好 きなだけ

だったか も……)。

ましてや、めったに飛来 しない飛行機の爆音な

どが した 日には、何を差 し置いても、狭い空を見

上げ機影を探 し求めたが、たいがいは爆音のみで、

ときには豆粒のよ うな機影が遥上空陽暉に輝 きな

が ら飛んでい くのが見 られるだけだった。

この「空Jへの憧れは、他の大多数の例に漏れ

ず、「飛びたい」か ら「飛行機に乗 ってみたいJ

にな り、「飛行機を採縦 したい……Jと な り、結

果「飛行機乗 りにな りたい …・」 とい う図式にな

るまでにはあま り時間がかか らなかった。

しか し、当時の小学生のガキにとって、今 日ほ

ど情報はな く、一体何を どうして どうすれば良い

のか考えもつかないことだった。

田舎の町の本屋に航空関係の本、雑誌な ど置い

てあるはず もな く、航空雑誌「航空 ファンJと い

うものがあることを女Πったのは、中学生のころだ

った と記憶 している。

ハイテ ィーンになるにつれ、ガキのころか らず

っともち続けている「思い」 とは別な人生が形つ

くられ始め、その「思い」を引 きず り、多少な り

とも近ずかん として、抵抗を試みた結果、思い女Π

らされたのは、人生思い どうりには行かないもん

や / とい うごく当た り前 の結論だった (手前 の

(昭和36年 卒)



能力のことも考えんでよくやった もんだ)。

「よ～ し.′  そんならグライダーもっ とる学校

に入ったるわいJ

誠に往生際の悪いことで……。

当然 の ことなが ら、押 しかけ人部。俺が 1呑

や / 受付の先輩口く「お前は 2番 日じゃ …・」、

どんな奴や ? 1番 乗 りは「樺鳥……Jと か、 と

言 うわけで、やつ と「飛朔]Jの 玄関口にた どりつ

きま した .

JA016F・ 霧 ケ峰式 や ま ど り 2A型 セ カ ンダ

リーグライダー

私を、生まれて初めて地上か ら人
‐C高 くに引つ

張 りあげて くれた彼女の名前である。その ときの

体験は、26年 余 りたった今 日でも鮮明な記憶 とし

て、「朔]ぶJこ とを語 るたびに 1茉 って来 くるほ ど

のもので した.「イ皮女Jと の初対面の印象は、あ

の 「パチ ンコ」 しかお 日にかかった ことがなかっ

た私に とって、新鮮な驚 きで した。「これが グラ

イダーとい うもんか ′
J

場卜

'Fも

、八尾飛行場。「彼女Jと の初対面の舞

台設定に も中 し分ないものだった。「パチ ンコJ

時代の河原人足のよ うな訓練 と異な り、ずっ とカ

ッコよく、 これぞグライダー訓練 と満足 した もの

で した (し か し、その後の訓練のキツかった こと

……ご同輩 ご記憶のと うり)。 今に して思えば「彼

女Jは滑空機 とい うよりも滑空器 と口乎んだほ うが

よく似合 う、まことに素朴な無骨な機体だった よ

うです。

プライマ リーグライダーで「側じい」 ことを,日 り。

セコンダリーグライダーで「飛ぶJこ とを手ほ

どきか ら、優 しく? 教えてもらい。

ソアラーで「飛朔]Jへのチ ャレンジに苦労 し… .

私にとって、「彼女Jと の出会いとお付き合い

をしたお陰で、いまだに、下手の横好きながら、

グライダーのL界に引っ掛かっている不幸 (?)を

背負っていますが、そ うい う人は私ばか りではご

ざいますまい。

もし、いま「彼女Jと 再会したらこう言われる

だろ う「相変らず下手なテクニックね……Jと 。

「彼女J JA0167号機は、私の青春時代の大き

な想い出として、思い人れの多い機体 となってい

ます。

1昭和40年卒 )

霧ヶ峰式やまどり 2A型

」A0167 ナショナル号

,フ



田 中

私に与え られた標題が「新潟市便 りJと のこと

ですが、きっと、京都か ら見 るとわが新潟は昔か

ら、越の国 と呼ばれ、遠い僻地であ りましたか ら

強い関心を持って下さつたのか知 らん、な どとつ

ぶや きなが ら固めの文章を書 き始めています。

ぱ―と 1 少 しま じめな便 り

この 4月 に、新潟市か ら30km程 北に位置す る

新発 田市 (し ばた し)に 敬和学園大学が誕生 しま

した。

初代学長に同志社大学文学部名誉教授北垣宗治

先生が ご就任下さいま した。

開学式には同志社か ら松山総長がお越 しになら

れ、ご挨拶をいただ きました。

両先生のご挨拶はキ リス ト教主義の教育理念に

溢れたすば らしいお話で、格調が高 く、久々に ―

筋の光明が、この暗い、 どんよりとした越の国の

空 と私の心に差 した感がいた しま した。

敬和学園大学の設立をllE進 した敬和学園高校は、

日本基督教団がキリス ト教主義に基づ く高校を新

潟市に設立す ることにな り、初代校長 とな られた

故大田俊雄先生がアメリカか らお越 しにな られた

2代 目校長モス先生 と力を合わせ、昭和42年に設

立されました。

この度、同志社大学か ら北垣学長にお越 しいた

だいた ことは、高校設立に多大なご苦労をされた

故大田俊雄先生 とキ リス ト教の布教のために新潟

市に教会を設置することを念 じてお られた新島襄

両先生の念願が適われた よ うに思え、感銘を受け

ました。

そ して、年の 3分の 1は雪 と氷に閉ざされるは

るかな越の国に、暖かいご支援を下された同志社

に深 く感謝いた しました。

イθ

余談ですが、大田俊雄先生は大阪府立八尾中学

(旧 制)で教鞭を とってお られた ことがあ り、わが

航空部 とも浅か らぬ因縁のお方であ ります。

ぱ―と2 私の近況

私は、猿 も木か ら落ちると申しますが、雪国の

人間には珍 しいことですが、昭和63年 2月 に自宅

前の凍った路面で転倒 し、右大腿骨の上部を骨折

しま した。オォッ、耳らずか しい。

38日 間も寝返 りもできない寝た きりの生活 とな

り、114日 の入院生活を送 りました (こ の結果、以

後、まった く頭が上が らな くなったのは、 首の筋

肉が劣化 したせいです。医師のア ドバイスで、退

院後の治療のために、ダイヤのついた高価なペ ン

ダン トを隣人の首に下げることになったのですが、

私の首の筋肉は依然 として、回復 してお りません)。

漸 く、この 7月 22日 か ら 8月 3日 まで、整形外

科の病院に入院 し、その際に取 り付けた金具を抜

釘す る手術を受け、175gの減量に成功 し、今は、

心身共に爽快です。

骨折 した原因は、昭和52年 、53年 に草野球で、

右、左のアキ レス腱を断裂 しま したが、足 首の動

きが鈍いために転倒 した際に、敏捷に身を立て直

せなかったためのよ うです。

現役の皆様 も退役後に私のよ うにならないよ う、

車に乗ってばか りいて、歩かないでいた り、大っ

て来ます とこ うな りやすいのでご注意下さい。

ちなみに、私 の大学卒業当時の体重は確か、

56Kgで した (身 長は172cmで大変スマー トだった

とのことですが、我が家の下宿人は信 じません)が、

骨折時は71 Kgで した。

今は67Kgですが 2 Kgほ ど太めです ので、減

量に気を配っています。

信



ぱ―と3 私の大学生活を思い出す と

恥ずか しなが ら、ほ とん ど勉強をせず、合宿 と

合宿費を稼 ぐための修学旅行向けの旅館の泊込み

のアルバ イ トに明け暮れていました。

下宿人の主人に、下宿で生活せず、西に東に走

り回っている私を見て、「あんたは どんな商売を

やっても、チ ャンと生 きていけるよ。」 と褒め ら

たのは奇異なことで した。

2年生の時に、 5週間ほ ど学校を休み、高松空

港で合宿 した ときは、代返を して くれる友人がい

て くれて、大変助か りま した。

ど うい う訳か分か りませんが、在学中はフラン

ス語の試験以外は 1回 も無かった ことですが、社

会人になってか ら、試験で白紙の答案を前に して、

脂汗をだ して うなっている夢を何回か見て、 日が

醒めることがあ りま したが、最近は見な くな りま

した。

今年で、卒業以来25年経ちましたので、京の都

で、久 しぶ りに、同期の桜 と会って昔の面影を思

い出 して見たいものです。

では、皆様、お元気で。

(昭和41年卒)

――一難読地名

「朝日新間の用語の手引Jに よると、新潟

県には力i発 田市の他にも、小千谷市、五泉市、

中頸城郡、鹿瀬町、守門村、能生回∫、そ

`茂

町

など難か しい読み方の地名が数多くある。

サ ラリーマ ンか ら
アクエ リアスヘ ？

・

岸 田 長 三

ある人が言った。「 2千数百年続いた宗教の陛

紀、魚座 (ビ ッソス)の 時代は、30年程前に終わ り、

今は破壊 と創造の水瓶座 (ア クエリアス)の時代に

入っている。新たな飛躍 した創造の為に、人類は

進化のステップを踏む必要があり、今は旧い価値

観が破壊される為の大変革の時代。今後、本格的

な大破壊が必然的に進む のである」。「えっ ?

ふ―ん .′  なるほど。確かにそ うだとしたら、今

の時代の予兆を手んだ大混乱の原因と必然性が、

何 となく判る様な気がするな―J。

とい うことで、色々検討 した結果、中途半端な

企業に居る事、関東に住んで居る事がやばそ うな

雰囲気である。丁度、その頃離宮 (い わゆる前厄

年)に 入ってお り、人と別れた り会社を辞めた り

し易い年であった。偶然 (必然 ?)社 内では人と衝

突 しそ うな事が持ち上がっていた。よし、きめた ′

この勢いを利用して会社をやめよう′ 関東から

逃げ出そ う/ うま―く喧Π華して、途中だった仕

事も軌道に乗せて、はいさようなら。「君達、俺

が言っていた事の意味が、近い将来判る事になる

だろ う」 と、餞の言葉を残 して、友人達とも御機

嫌よう。

厭味を言われながらも実家に転が り込んでさて、

と今後の生活をつらつら考えるに、残 りの後半生、

してみたいことが 5つ 6つある。企業は今、生き

残る為に、新 しい事業をどんどん拡大 してお り、

若 くて生きの良い社長が派手に募集 しているのへ

提案書を送ってみた。ところがなんと、年令制限

に引掛かって門前払い。この―、と怒ってみても

仕方が無い。しゃ―ない、此の際自分でやったる

か /
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マ ンシ ョンを売った金 しか手元には無いので、

結局、京都で ヨーロ ッパの高級食器 (ウ ェ ッジウ

ッドとか)を 直輸入 して直売す る店を開 く事に し

た。セールスポイン トは、「ヨーロ ッパ とi自:結 し

た店 J。 アピールす るで しょう?

退社 1年後、京都に移 り、更に 1年 を準備にあ

てた。 この間、前回焦って色々失敗 した厄年を、

勉強 と情報収集にあて慎重に進めた為か、偶然、

内助の功で出来た良い友達が、又、ユニークなデ

ザ イナーを紹介 して くれたので、店のデザ イン、

店名か ら包装迄ほ とん ど任せ る事に した (勿 論、

こちらの希望はあるのだけれ ど)。 「アクエ リアス、

とい う店名が良い と思 うのですが ?Jこ ち らか ら

言ったのではない。デザイナーか ら言って来たの

である。驚倒仰天 4/ こ うい うのを「出会いJと

言 うので しょうかね―。

安 く借 りれた 20坪 の店 を全面的にや り直 し、

1990年 8月 22日 、東大路仁王門交差点に、やっ と

オープン (金、無 くなったなぁ―)。 なかなかシ ッ

クで、 しか も良 く目立つ店に仕上がった様である。

なにより、一番欲 しかったアイデ ンテ ィテ ィーが

ある。やあ、出来た出来た、ばんざ―い。

えっ、肝心の客足は どうかって ? それは貴方、

ま―ぼちぼちでんな―。 うちは安 うおまっせ―。

なに しろ店の奥は ヨーロ ッパにつながってますか

らね―。おまけに好 きなカ ップでフォー トナムメ

イスンのテ ィーや コーヒーものめますねん。ま―

2～ 3年先を見 とお くれやす .17■ な今後 どうぞ ご

ひいきに。

イ2

入社以来のグライダー

山  田 正  信

私は昭和49年 に卒業 しま した。同期にはいまだ

に後輩をイジメている土田君 とか、なぜか彼か ら

の電話が怖い (な に しろ OB会費が滞納気味なも

んで……)速 見君がいて、卒業以来、実質的には

とん ど航空部 と関係がな くなっていた私は、時々

かかって くる速見君か らの電話 と、だいたいその

時にま とまる大阪近辺在住 の同月I生 との会食で

細々と航空部 とつながっていた よ うです。入ネ|:以

来ずっと津の:I:場 にお りましたが、合宿が行われ

るよ うになった木曽川にも行 くことはあ りません

で した。大学時代のグライダーとい うものが 自分

の中で完全に過去のもの となっていた よ うです。

そんな私に一 H乍年の冬、向井先輩か ら「東海支

部 として合宿の激励に行 こ うJと い うお誘いがあ

り同時開催のゴルフコンペ付忘年会にもつ られて、

同 じく津在住の同期の中村君 と卒業以来初めて木

曽川の合宿に行 きました。その時の十数年ぶ りの

グライダー体験はほん とうに 『スバラシイ /』 の

一言 で した。滑空場が広 々としていてスバ ラシ

イ /。 グライダーの飛翔 している姿 が スバ ラシ

イ ′.合宿 している皆 さんが とても生々 していて

スバ ラシイ/。 グライダーで飛ぶ (乗せてもらっ

ているだけですが)こ とが スバ ラシイ/・ …・。 こ

の時私に とってグライダーは決 して過 ぎ去った過

去のものではあ りませんで した。

このよ うな感動を私にわけて くださった先輩、

OB会、そ して我が同志社航空部に乾杯 /。

★

田

★
］序

翻

☆
長
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(昭和46年卒 )
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あれから16年

杉 本 政 陣

大学を卒業 してから早いものでもう16年が経過

してしまいました。私の年も40の 声をきいて髪の

毛には、白いものが混じってお ります.昭和50年

に東京 トヨペ ットに入社 して、セールスの勉強を

2年や りまして、静岡に帰って現在に至る14年 間、

あっとい う間のような気が します。おかげさまで

病気もせず、無事故無違反の順調な毎 日でした。

30歳 で結婚 し3人の男の子に恵まれ、ますます意

気盛んな日々を過ごしてお ります。 2年前に代表

者を引き継ぎまして、22名 の従業員ともども、自

動車の整備の仕事を通 じ社会のために貢献 してい

ると思っております。今年の11月 には、初めての

試みとして、社員旅行にサイパンを予定 してお り

ます。

同期の落合俊英君は、今も北海道の空を満喫し

ているそ うです。羨ましい限 りです。私のほ うは、

もっばらゴルフやテニスを楽 しんでお りまして、

空の散歩はなかなか許されないのが残念です。先

日の8月 11日 に富士ロイヤルとい うゴルフ場で、

インコース最終ロングで 2オ ンに成功 して、みご

とイーグルを射止め、ゴルフの醍醐味を味わいま

した。ちなみにスコアーは41・ 43の 84回 でした。

最後に皆様が御健康であることをお祈 りいたし

まして、御無沙汰のお詫びとさせていただきます。

(Uu7和 50年 卒)

ゼ ロ

0か らの開発

中 村  明 善

同期の皆さん、先輩、後輩の皆さんお元気でし

ょうか。

さて、私の勤めている会社はセイコーエプソン

帥 といって、電子機器 。時計等を主な業種 として

お り、その中で私はノー トパソコンの回路設計を

担当しています。

そこで、激動するコンピュータ業界の内情を

「 0か らの開発Jと 題 して話 してみたいと思い

ます。

私が人社 した1985年 とい うのは、プラザ合意が

あった年でありそこから急激に円高が進み輸出型

企業であった当社はかなりの打撃を受けました。

そこでlu「 ばれたのが「内需拡大Jです。当社では

まず私が最初に配属された「機器課Jと い うのが

でき、私達チームは初めてパーソナルワープロな

るものを開発しろと命じられました。最初の「 0

からの開ζ6Jです。当時新人社員であつた私はチ

ップが 4つ程乗った小さな基板を設計 しただけで

したが、新間に製品1発表がのったときには非常に

感激 したのを覚えています。これが「ワードバン

ク」です。電子部品の目を見張るほどの進歩と同

時に私はそれから3年間ワープロを設計 し続けま

した。さて、その間当社では別の「内需拡大策J

が取 られました。知 る人ぞ知 る NEC互 換機の

「PC286」 です。苦労 して生まれた「PC286Jの

反響は非常に大 きいもので した。 しか し、その陰

で徐々に「ワー ドバ ンクJはかつての勢いをな く

していきま した。ち ょうどそんな頃、当時の副事

業部長か ら呼ばれ「中村君、 3日 後に課を移 りな

さい」 と言われ ま した。 これが 「PC286 NOTE

シリーズJの始ま りで した。第 2の 「 0か らの開

発Jです。

当時、パ ソコンとい うのはデスク トップと百科



辞典 よリー回 り大 きいラップ トップ型 とい うのが

主流で した。それを A4フ ァイルサ イズで35mm

の中に入れろとい うのですか ら大変です.そんな

こんなで出た「PC286 NOTEJは 、その後出た東

芝の「DYNABOOKJの驚異的なスペ ックに負け

て1参敗 しましたが、我 々チームに とっては思い出

深い機種にな りました.そ して現在、その苦労は

「PC386 NOTEWJと なって花開いてお ります .

最後に、興味のある方は、今年限 りで引退す る

Flの 中鳥選手を応 l‐

~し
て ドさい。又、冬季オ リ

ンピックの際にはぜひ長野県へ足を延ば して下さ

るよ うお願い します。

(口召オロ60イ lZI)

乱気流二人娘アフリカを行 く
｀
どちらが現地の人 ?″

乱気流二人娘 Il

近 藤 信

鈴 木 美

山 本 真

ごめん、ごめん。待った―。実は、翔友の原稿

依頼が きたんやけ ど。

エー ッ。原稿 ? 何書 こ うか。

前書 いてか ら 3年 たったんや な―。 あの頃は

初々しかったなあ。

何言 うてんの。今 も初々しいわ。昨 日なんか20

歳に間違え られたんやか ら。

F・3く だけ聞い とこ。

題は「乱気流二人娘パー トツーJやて―/

また、お笑いページになるんかなあ.

私 ら誤解されてるなあ。会社でもアフリカ行っ

てか ら十分へんな奴って思われてる。

そ した ら、アフリカ紀行でも書 こ うか。

よかったわ―。アフリカ。 しま うま、ぞ う、キ

lリ ン、 ヌー、 ベ リカン …̈…。 いっ|ボ tヽ いたね。

ペ リカン飛ぶの初めて見た。

ヌーとか しま うまとか くさるほ どいたなあ.

フラ ミンゴもいっばいいて湖が ビンク色 してた

ね。でも臭かった。

気球 も乗った し …・・.

操縦十の人。バ リバ リかっこよかった し。

誰 ? 写真撮 る時 しっか り横に陣 どってたの。

そ う言えば、二人で団体行動を舌Lし てたなあ。

集合時間にはlFTれ るし.

誰が原因とは言わへんけ ど。

ほんまや.誰やったっけ ?… …。

3年たった らまた行 こ うね。落ちつ く人もなさ

そ うや し。

この調子やった ら、落ちつ こ うにも落ちつけへ

んわ。

誰のせいや、誰 ?

乱気流二人娘の 1日 は とっても充実 しています。

今度は どこへ吹 くのや ら.     (昭 和63年 卒)
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SEと しての近況

大 塚 晋 司

まだ大学生の頃を昨 日のことのよ うに思い出せ

るのですが、大学生生活 とともに京都を離れても

う3年 にな ります。大学 の時はパ ソコンのキー

ボー ドす ら触った ことがなかったのに、今ではい

ろいろなユーザー相手にシステム開発を行ってお

ります。

SEと いって も会社 に こもってプログラムばか

り組んでいるイメージがあ りますが (そ んな人 も

いますが )、 私の所属す る課は地元ユーザーのシ

ステム開ζしがメイン業務であ り、あま り会社にこ

もることもな く、毎 日、県下各ユーザー先へ出向

いています。 これを読んでいる方の職場にも必ず

といっていいほ どコンピュータがあると思います。

一般的な会計業務や給与計算 といった ものは どこ

でも同 じよ うな仕組みですが、例えばロケ ットの

制御な どは地球の重力計算等の専門的な知識がな

ければ作れないものです。 このよ うなシステムを

作 り上げる SEに は高度な業務の知識が必要 とい

うわけです。 これは極端な例ですが、ユーザーの

システムを構築す るにはユーザーと同等な知識が

求め られます。 よく思 うのですが、この仕事を続

けていると SEを辞めてもす ぐに各産業界でエキ

スパー トとして働いていけるのでは と。

私は流通業担当 とい うことで、 これ までスー

パー・百貨店の POSシ ステムや補充発注 システ

ムを担当 し、現在ではホテルのシステム構築を行

っています。ホテルシステムを担当 し始めた頃は

専門用語に泣かされました。プレアサ イン、 レジ

ス トレーシ ョン、チ ッツ、ス ッキ ンパ ~、 チエン

ジスリップ等 々、 これ らの言葉が打合せの時に飛

び交い、 目を丸 くしたのを覚えています。ホテル

業界誌を読んだ り、実際にホテルマ ンと接 してい

る うちに今ではホテル業界にも詳 しくな り、あち

らこちらのホテルにお客さんの紹介で安 く泊まれ

るメリットを甘受出来るほ どにもな りま した。

現在のプロジェク トも来月が本番で (こ の原稿

が出る頃には終わってるかな)、 今が忙 しさの絶

頂です。何を隠そ うこの原稿 も日曜 日の夜 9時に

会社で打っている状況で、平 日は10時 30分が定時

退社時刻のよ うです。田舎ですので夜10時を過 ぎ

て開いている店は飲み屋 ぐらいなもので、繁華街

が歩いて 5分 とい う環境 もあ りますが毎 日御飯が

て ら飲みに行ってお ります。たまに 7時 ぐらいに

帰れる時は何だか家に帰 るのが もったいない様な

感覚に とらわれ、やは り飲みに行 くとい う状態で

す。次々に倒れては入院 してい く人々を見なが ら、

この業界35歳定年説 もまんざら嘘 じゃないな とも

思 う今 日この頃です。

航空部に在籍 している間の思い出は、飛んだ こ

とより、陸送につ きますね。私の 2つ下の代の人

は、私が トレーラを運転 している姿は見た ことが

あっても飛んでいる姿を覚えている人は少ないで

しょう。一人で高速バスや電車に乗 リトレーラを

取 りに行った り、運転 していった先での合宿準備

で忙 しいランウェイを後に駅やバス停 まで歩いて

帰った ことや皆でわいわい陸送に行った ことはい

い思い出です。

九州の田舎に引っ込んでいますが、出張で京都、

大阪方面にはち ょくち ょく行ってお ります。たま

には遊びに伺 うか も矢Πれませんのでその時は よろ

しく。

(平成元年卒 )
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航空部の思い出

松  田 岡1

私の学生 々活の大部分を占めた航空部生活を、

今想い出 してみます と……。

1年生.慣れない土地で知 り合いもな く、授業

以外は田辺の格納庫 と下宿を往復す る毎 日で、格

納庫の doormanと して トラ ックの貸 し出 しや立

命の耐検の手伝いを した り、原付で門衛所や コン

ビニ、近鉄三山本駅等へ と航空部の足替わ りを勤

めた りしま した。合宿の前 日には下宿を ^部 の部

員に開放 して、 i4~大な先輩方の武勇伝に花を咲か

せた もので した。

また、森氏 のブルーバー ドSSSに もよく乗せ

て頂 き、右 も左 も分か らぬままにさまざまな名所

へ と夜昼 もかまわず連れて行ってもらいま した し、

多 くの先輩方に何度 とな く夕食を御馳走 して頂 き

ました (御恩は一生忘れませんワン、ワン).そ う

いえば、万博公園や大阪空港の R/Wエ ン ドに遊

びに行った りもしま した.こ の頃の私に とっては、

航空部は楽 しいサークルのよ うなもので した。

2年生。256の機体係につ き、副将 となってか

らは、 リトリブや機材車の認定 も得て合宿数 も増

し、部内では新人教育 も受け持って航空部本来の

道へ と引 き込まれて行 きま した。夏頃か ら教証 メ

ンバーにも加わ り、 9月 には初 ソロ。 11月 は同立

戦 Ⅱ部 と東海関西新 人戦。 12月 には Ka 6Eに も

乗って 2月 頃にはソアリングの真似事 もす るよ う

にな りま したc自 分の中で ―番加速にのった時期

であった と思います。妻沼でクルーとして全国大

会も間のあた りに しま した。

3年生.主将 とな り、 トラックや ウインチマ ン

の認定 も得て忙 しくなった反 自i、 学科試験でつま

イ
`

づいて自家用技能証明が取れず、ブレーキの推卜か

った時期でした。修理を終えた256を受け取 りに

関宿まで1,000kmを トラックで走破 した り、 ト

ラックのエンジンを凍結破損させてしまった りで

東奔西走。また合宿では 2号 ウインチの不具合に

よる索切れ続出で一時ウインチマンの認定差 し押

さえ。 3月 の全国大会は自家用がなく参加できず、

南山との混成チーノ、を応援する事に。

4年生。部内の仕事は次世代に引き継いだ代わ

りに卒業研究で多忙 となり、夏には自家用と大学

院の受験で四苦八苦でした。そんな中でも東海関

西大会では 7年ぶ りの V。 同立戦、全国大会では

実を結べませんでしたが、四年間の成果を試す事

ができました。

まだまだ書ききれない出来事や想い出が沢山あ

りますが、これらはやがて集まって大きな上昇気

流とな り私を空高く運んでくれるに違いありませ

ん。 4年 間で知 り合えた皆さんと共に。

(平成 2年卒)

―――パイパーの思い出

・一

一



写 るかな

山  本 康

皆 さんはカメラをお持ちで しょうか ? 今や 1

軒に 1台 どころか 1人 1台はあろ うか とい うコン

パク トカメラの生産に携わる 1人 とな りました。

私の仕事は レンズ・シマッターカメラ (コ ンパ

ク トカメラ)、 通称バカ・チ ョンカメラの光学の

生産設計を しています。

会社 とい うのは非情なもので、機 I・t科出身の私

をナ ンのため らいもな く光学の世界に放 り込み、

日々課長に、先輩にお こられる生活を送ってお り、

不条理を感 じなが らも学生時代のクラブを思い起

こせば、 
｀
まっいいか

″
と思って しま うか ら不思

議なものです。通勤時間も自転車で10分弱 とい う

恵 まれた所ですが (私 は愛知県の豊川工場にお り

ます )、 名古屋 まで車で 1時 間強、三河弁 と赤だ

しの洪水の中で泉州弁を寮で友人 と復習す る日々

です。

ところでグライダーに適 したカメラとは どんな

もので しょうか。フラッシュはいらない。FA(自

動焦点 )、 ズームもい らない。タイマーもいらない。

ひ ょっ として「F社写Oン ですJで しょうか。い

つかは課長の 目を盗んで、 こっそ りとそんなカメ

ラを作ってみたい と思 う今 日このごろです。

(平 成 3年卒 )

？

・
43同期会

5月 4日 ～ 5日 、枚方市の「サンパレスひらか

たJで一,自 、総勢18人。――阿部、赤見、本村、

北村、鬼頭、竹鼻、自石、三浦休日)、 山田 (冽 )、

森本の10人一―。

前回同様、石元先輩がさし入れを持って参加さ

れ (前 回同様、幹事は先輩からガッポリと多額の

会費をフンだくり)、 九州からキャンピングカー

で初参加の阿部氏一家、それに 2年で退部 した森

本さんも入れて一同楽 しく過 しました。

3年前は皆さん子供がまだ小さくて、とてもに

ぎやかでしたが、そろそろ親には付き合ってくれ

なくなり、ホッとするやら淋 しいやら……。

ちなみに前回は10人 の子供さんが今回は 5人で

した。

白石女史などは「皆としゃべっていると、結婚

してることも、子供のいることも忘れるワJと の

たまいます。でも友人の子供の成長を見ていると

時の経過を痛感 します。

隔年毎の同期会とい うことで、 2年後の再会を

約束して別れました。

――同期生点描

阿部克己

家族 4人 で熊本か ら車で参加。今春か ら教授に

昇格。我家では「困ったナのお じちゃんJで と

おっています。

赤見 優

南紀航空を退社。小牧の会社に転職。同期会の

あとパラグライダーを しにいず こかへ行 きまし

ソt。

木村 保

長期韓国出張 より帰国 しての参加。奥サ ンがい

つ も電話でブツブツ言ってます。

子

昭

和

信

浦

鼻

一二
竹



北村悦造

娘 さん と 2人で参カロ。接待 カラオケで鍛えた ノ

ドを聞かせて くれま した。

鬼頭章治

防衛llと の連 日の接待を楽 しんでいる様子。東

京ではいつ も富士重工のツケでご馳走さまです。

山田冽史

山田夫人を東京に置いての参カロ。在L内教育担当

者 として活躍中。

自石美寿 ゞ(高橋 )

4人 の子供達を立派に育てている「肝っ玉かあ

さんJ。 カラオケを終始独占。

三浦和子 (徳永 )

ご主人にヮザ ワザ枚方まで送 らせ る三浦夫人。

長生 きしてもらって ドさい.

森本秀子 (中嶋 )

姉御りLは今 も健在。子育てを終った母には見え

ませんで した。

竹鼻信昭

家族 4人で参力Π。翌 日、田辺の格納庫を見学さ

せて頂いてあ りが とうございま した。

なつか しい
｀
イオラス

″
にさわることができて

本当に感激で した。でもチ ョッピリさび しそ うで

した…….皆でピカピカに磨いてやれば良かった

と後悔 しています .

格納庫見学の際に段取 りして下さった iIF川 ■、

その他お陛話下さった諸君に感謝中 し上げます。

(昭和43年卒)
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正大寺会

会長 もいない.会則 もない。高松の飛行場で飛

んで、ホテラ正大寺のお世話になった奴、この指

I11-ま れで集まった連中の会が正大寺会.す きな

時に、す きな場耐iに集まって、す きなことliう 、

同期会のダイゴ味である.

今年は 3月 23・ 24日 の両 日、関西エアロスポー

ツクラブの全 i白 i的 なバ ックア ンプを得て、「モー

タグライダーに lTる 会 |が iF井川で開かれた。

遠 くは T業 、常1リ トか らも青の仲間に会いた くて

ltlせ参 じた者、何年振 りかで大空を飛ぶあの楽 し

さを も う一度味わいた くてll llを はずませて来る者、

十い天候に も,ど まれや さ しい中川 {‐ l人 OB)、 窪

田

`「

1大 OB)、 井上 (関 大 OB)の 教官指導 の もと

に久々に大空を 41Nし ませてもらい
｀
俺の旋回もま

ん ざ らで もないで―
″｀

俺 か て T■ 線 はバ ッチ シ

や―
″
.教官の冷汗を よそに地上に降 りて来てフ

クことフクこと。 こわい教官の居ないことをいい

ことに して言った者勝ちでバク笑が |デこく.ビ ス ト

で苫笑するのは、
:呂=彼等の手を取 り足を取って教

えた結城 (法政 OB)、 牧野 (同 大 OB)の両教官だけ .

牛窓のベ ンシ ョン本」
‐
での一泊は、

:||=の
合宿に更

に輪をかけた騒 ぎ.ビールを飲 も うが、ワインを

飲 も うが明 日の飛行のフし、配はない。だってこれが

楽 しみで来てる奴 もあるんだもん.

2回 日は初 日にもまして好天気.昨 日に味を し

めて、我 も我 もと搭来希望者続出で、搭乗順は、

クジリ|き となる.テ ル ミックをllIん で 5分 も長 く

飛ぶ と
｀
害」増金を取れ―

″｀
オゴラセー

″
といや

はや騒が しいこと.で も楽 しい 2回 間で した .
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