
翔友会便 り

一級滑空士、一等飛行機
操縦士免状について

橋 本 元 雄

私の一級滑空士免状は、昭和15年 4月 16日 、返

信省発行で、第92号

縦12cm、 横7 5cm、 6頁、表紙は茶色の革張です。

一等飛行機操縦士免状は昭和15年 11月 4日 、返

信省発行で、第7717

縦15cm、 横9.3cm、 10頁表紙は黒い布張です。

私は昭和16年 12月 繰上げ卒業で同志社大学を卒

業翌17年 2月 、現役兵として軽重兵第 4連 隊に入

営、1昭和21年 4月 復員、その間、昭和18年 2月 よ

り昭和21年 4月 に復員するまで、中支那野戦自動

車蔽に居 りました。人営する時軍隊で必要な時が

あればと思い所持 して行きましたが、復員の時に

はこの 2つ の免状だけは外に着けてお りました。

昭和49年食糧庁を辞職する迄の28年 余のこの免

状を持って、北海道から宮崎まで全国10都市を転

勤しましたが、離すことはありませんでした。

昭和16年 12月 (1941年 )卒業後一切使用する機会は

ありませんでしたが私の貴い青春の記録です。

昭和17年応召により人営の際大西善郎君が持っ

て来て呉れた私の飛行記録を附記いたします。

アンリオ式28型      170回

石り1島 R3型      7
サルムソン 2A2型    112
九五式 1型       159
九五式 3型       1485
ユ ンカース W33型     1

言「                 2005

16時 間27分

1    42

17    27

98.   00

323.   12

23

458日寺間34分

当時の免状取得の状況は

日本学生航空の50年 (P528)よ り創立10年のメモ

によると日召和15年 (1940年 )

総飛行時間  14,566時間40分

練習回数   100,984回

飛行機操縦± 1等 16名  2等 104名

滑空十

3等 22名

1級30名  2級 24名

(昭和16年 卒)
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“私 と静岡"

友 廣 勝

昭和15年 1日 制の同志本L大学予科に入学。静岡中

学で 3級滑空士の免許を取っていたので、i巨 ぐ、

航空部に入部 した。当時の航空部の先輩は『中学

で免許を持っている小生意気な奴 !』 と言 うかん

じでちょっと注目していいれたと思います。

H召 和18年 2等飛行機操縦十獲得。学徒出陣で下

志津飛行学校人校。当時の関東・関西 。中部の学

連出身の方20名 とは今も親交を続けている。

静岡在住は学業 と軍務の 5年間を除けば68年間

となる。

私が静岡同志社クラブ会長で、家内が同志社女

子部同窓会静岡支部長をつとめさせて戴いているc

静岡は気候が温暖でゆっくりとしてのんび りした

町です。

同志社の航空部出身は岩ケ谷氏 (34年 )、 繁原氏

(39年 )小野田氏 (44年 )杉本氏 (50年 )と 私の 5名 。

とくに皆が集まる機会もあ りませんが、どなたか

の来訪でもあればその機会にみんなが顔を合わせ

たいものと思ってお ります。

只今は損害保険業は家内と息子達に任せて、民

生委員や連合町会等地域の陛話に精を出してお り

ます。

静岡同志ネLク ラブについて

昭和23年 の本頃に静岡市 1番 陶に在った教会の

渡辺牧師 (故 人)が近隣の校友に呼びかけて集まっ

たのが、同志社クラブの始まりです。

静岡同志社クラブはその後紆余曲折はありまし

たが、次第に発展 して現状は静岡市を中心 として、

富士川以西。大井川以東の間に約800名 の方が在

住 してお りますが、事務局からのお女Πらせに返事

が帰ってくるのは約50%で あり、実際に動いてく

れるのは約10%です。

毎年12月 L旬 に行 うクリスマス・パーテイは家

族的なものにして、キャンドルサービスなど子供

さん達の喜ぶ行事にしてお ります。ここ2年は静

岡松阪屋 (渡辺支店長―校友)で行い100名 余の集

いになってお ります。

また、本年は 8月 に有志10名 で円辺の新校舎の

見学会を致しました。ビャパーテイ等もあり種々

の活動をして相互の交流を計ってお ります。

県内の校友は沼津、三島地区300名 と静岡中′とヽ

の800名 。浜松地区に約1,200名 となってお ります。

以 L静同地区の状況をお矢Πらせ致 しておきます。

(昭和19年 卒 )
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私 とグライダー

木 戸

▽旧制中学校でグライダー部に入部

昭和17年 旧制中学校に入学、何気な くグライ

ダー部に人部 したのが始まりです。最初は数メー

トルの地 上滑走を 1～ 2回 乗せて貰 うために運

搬・綱引き等々の奉仕作業をよくやったものです。

その内腕も上達 し直線滑空がやれるようになり、

部活を意気に感 じていた頃大東亜戦争の戦況は日

に日に激 しさを増 し、遂に我々中学生にも学徒動

員令が下 り、ペンを捨て尼ケ崎の軍需:li場 で働 く

事となりました。

その後本土空襲が激 しくなり学徒出陣、特攻隊

出撃等を耳にするようになった頃、急に本校 より

呼び出しがあり、直小野市の青野ケ原に行きグラ

イダー訊1練 に参加せ よとの事でした (青野ケ原は

現在 PKOに参加する自衛隊の合同訓練場 となっ

ているところです)。 ここでは兵庫県下の中等学

校より選ばれたメンバーが集結 してお り毎日毎日

グライダーの訓練が行われましたがこれも終戦と

同時に中止。

▽大学に航空部復活

定かではないが昭和24年卒以降部員の名簿なく

一時中断していたと思われる航空部を我々工学部

機械科有志が中心 となり改めてスター トしたと記

憶 している。而 し航空部とは名ばか りで部活する

にも機体もなく在学中は何 ら為すことなく終 りま

した。

▽三菱重工 (株 )に グライダー友好会創設

なかなかグライダーの夢は諦めきれず乗る事が

適わなければせめて作る事をや りたいと思い三菱

重工 (株 )名古屋航空機製作所を選びましたところ

幸い人社する事が出来工作部門のスタッフとして

忙 しい毎 日を送っていました。すると昭禾Π33年 に

技術部門が中心になリグライダー友好会入会希望

土
胃

者の勧誘がありましたので喜び勇み■1作部門有志

と共に入会しました。訓練は岐阜県の航空自衛隊

基地の ^部を借 り日曜日に実施 していました。

▽仕事に専念・自然消滅

30才を過ぎ仕事にも家庭にも責任を感ずる様に

なると日曜日毎に訓練に参加 して行 く訳にも参ら

ず次第に疎遠 となり、自然消滅の恰好で止めまし

た。大学在学中にしっか リグライダーの訓練をや

る事が出来る環境にあったなら私の人生は恐 らく

変っていたと思います。

(昭和24年 卒 )
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久 しぶ りの友達

上  田 知恵子

いつの間にか、年月が過ぎ精神的には、29才で

がんばっていますが、実際すぎ去った生活をふと

想います と感涙いたします。

父の死後、従来の7il祉 の仕事を離れ、母と2人

で人生の荒波に立ち向かわざるを得なくな り10数

年、それなりの紆余曲折を通 りぬけて、その間に、

御縁があった人々に感謝 しながら、特に八島義郎

先生と共同精版印刷 (株 )の 会長の近東弘七氏 との

出会いが、人生の最終ラウンドヘの出発をさせて

頂く事になりました。そのお陰で、再び航空部の

諸先輩方々や久しぶ りの同輩の皆様、後輩の皆様

方とめぐり会って、すばらしい友人として私の宝

となりました。向井先輩に 1番始めに電話をいた

しました。そして関西 OB会に出席するよう御指

導頂き、御一緒させて頂きました。そこで、斉藤

先輩や諸先輩方々に紹介していただき、久々とい

う語が、何年何ケ月を表わすのか知らないけれど、

私にとっては、地面の中で、本をまつもぐらさん

のように暮らしてやっと、世界の空、地平線を見

た感激を知 りました。アラビアのローレンスが、

夕陽の中で、ラクダにのってかけめぐった風景の

中で、人、人、人の顔があった画面と、私は “ア"

先輩、ア、あの人、さぁだれだっけあの人と次か

ら次へ と、航空部の人達の姿が目の中に入ってき

ました。 1人ぼっちじゃなかったんだ、とい うあ

ったかいものが、身体中にいっばいになってきま

した。もっと早 くから、いろんな事をお話 しでき

たのにと…。でも、これからの時間が、航空部の

皆様を私の大事な友人として一緒にすごせると思

うとうれ しくなりました。

この年令になってえた印刷の仕事を充実 し、で

きたら良き配偶者にめぐりあつて、航空部の役に

立つ日々を送 りたいと願つています。

22

がんばって、後輩のために、グライダー 1機 ぐ

らいプレゼ ン トできる自分であ りたいなんて思っ

ています。

た くさんの方々に甘えているのか もしれません、

迷惑をかけているのか もしれません。

1人で考えて、背のび した時間はも う終った よ

うな気持です。 どうか、私 と一緒にこれか らの時

を楽 しくす ごしていただ きます よ う感謝の気持を

大空のグライデ イングに託 しています。本当にあ

りが とうございます。

0東京に行って同期の人達 と一緒の写真

・ 奈良に旅 した時の写真

(日召オロ3941ZI)



感激 !30年ぶりの操縦将

梶 田 英 之

=呂=の仲間と会 う事は何よりも増 して愉 しい事で

すが会 うだけでは物足 りなくなリー緒に出かけた

くなるのは必然、中年同志の旅行 となります。足

が両を向くのは至 し方の無いところ、本年は 5月

に飛鳥から長谷寺を巡 りましたが うず く足は押さ

え切れず今夏は木曽川滑空場訪間を目王にして岐

阜、滋賀方面に向いましたc

今回は山上先輩 (39年 卒)同輩の樺島君 (40年 卒)

と小生の 3人、金曜日の夜いつもの出発点 となる

横浜インターチェンジから東名高速に入路 し御来

光を迎えるべ く最初の目的地伊吹山頂に向います。

夜明け前に到着するも霧が濃 く御来光は不発、通

行料二千数百円を惜 しみつつ、私が30年 間あこが

れた次の目的地彦根城へ。

お城に登る前に彦根市内のスタンドで給油中、

びっくりしました。スタンドのプレー トに一回商

事の文字があるではありませんか l隣接の御本社

に一回 OB(42年 卒)を尋ねましたがあいにく外出

中との事。会社の方に挨拶 して彦根城から琵琶湖

畔をぬけて木曽川滑空場へ と向います。後で聞い

たところ 同́社長は彦根市内を捜 しまわられたと

の事。御無礼をまことに申し訳ありませんでした。

夕亥」本曽川滑空場に到着、窪田監督以下 OB教

官諸氏、現役学生諸君に迎えられ夕日の美 しい濃

尾平野の上空で山口教官 (平成 2年卒)の 同乗で30

年ぶ りに操縦梓を握 らせてもらいました。機中で

は山口教官からおほめの言葉までいただき感激も

絶頂に達 しました。山口さん、あなたはパイロッ

トよりも営業マ ンに向いているのではないです

か ?

当夜は青春の香 りの漂 う宿舎に一泊させてもら

い、翌朝は北尾直敬大先輩のお顔を拝 し稲葉山城

を巡って帰途につきました。大切な訓練中にもか

かわらず貴重なフライ トを我々 3人に割いていた

だきありがとうございました。御陰ですばらしい

夏の思い出となりました。ビデオを見ながら拙文

にさせていただきました。

次国の中年旅行は高城占道を予定 してます。関

東の中年 OB諸氏で同好の方は是非参加 して下さ

い。

(昭和40年卒 )
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この頃の毎 日

北 村  悦  造

翔友が送られて来る度に思 うことは、投稿され

る方々の紙面から、必ず といってもよい程一様に、

現役時代の合宿生活やバイトの思い出、一般的に

は一部の限られた者だけが経験出来る、空を自分

で飛ぶとい うなんとも得難い実体験を通 じて知っ

た感動、興奮、喜び、等々時代は変化 してもそれ

ぞれひとつの共通の思い出として話 し合える素晴

らしさは、自分自身に置き換えてもついつい納得

してしま うものです。

私事ですが、昨年の夏休みに家族旅行を計 LDIし

たお り、たまたま結婚17年 目を迎えていましたの

で思い出の地にしょうと話がまとまりましたが、

思い出の地とは私にとって間違いなく “霧ケ峰高

原"であったので (妻 は新婚旅行先を想像 してい

たようですが)、 早速独断で真夏の蓼科から車山、

霧ケ峰とグライダーのメッカを巡るスケジュール

を計画 していました。なんとなく行ってみたいと

言 う気持ちと、子供達にも日頃はあまリカッコ良

くない父親が、かってはこんなにカソコ良い時代

を過ごしていたのだと言 うことを、すこしでも感

じ取ってくれればと言 う願いと、はっきり言って

それとは別の “何か"があつたようなきがするの

です。

蓼科から美ケ原、車山と進んで行くうちに車窓

を展開していく音もないグライダーの美 しい滑翔

する姿をいつまでも飽 きることなく追っていく自

分は、まさに子供達が言 うように、何かに取 りつ

かれたものの姿、20数年前に戻っている自分の姿

であったのだと思います。現役の頃自分は銀 C賞

は取れ′なかったけれど、この霧ケ峰高原ではあの

弘中教官から誰よりも先にソロ科 目を指名された

とい う誇 り、思い入れ、感激等々その思い出を与

えてもらった事に感謝する気持ちです。

2イ

仕事の関係で訪ねた国々で、同年齢の多 くの

人々が毎日の生活の日常の一部として気軽に空の

スポーッを楽 しんでいる現役の多さに驚かされま

すが、学生の頃の短い期間だけがけっして現役で

はないのだと思 うと同時にこの環境のすばらしさ

を うらやましく思ったものです。

たまたま先 日の “直敬さん御苦労さん会"の場

で久し振 りに会えることのできた同期で阪大 OB

の清水氏の話の中でも、現在年間数回はオース ト

ラリアで Glidingを楽 しんでおられるとの事、想

像以上に現役オジサンの多い事等々、最近益々昔

の思い出だけにひたっていては駄目だ、 1日 も早

く現役に戻ろ う………と思 う “この頃の毎日"で

す。

(昭和43年 卒 )



日本航空機長よりの
おはなし

高 橋 彰

早いもので卒後20年 、 日本航空に入ネLし 、機長

として飛び始めてか らも 1年、現在は主に ヨーロ

ッパの各都市 と成田を結ぶ路線で勤務致 してお り

ます。

大学時代 4年 間クラブ生活は飛行場の周辺の場

周飛行に始 ま り場周飛行 170数回のみに終わ りま

した。

飛ぶ ことのみが クラブ生活 とは思いませんが、

あま りに自分な りに描いていたグライダーとのイ

メージギャップが大 きく、正直 クラブ生活には失

望 しま した。

欧米のグライダースポーツを実見 し、その観を

強 くしてお ります。

といっても現在の学生諸君に退部を奨励 してい

るのではあ りません。せっか くの空への夢を場周

飛行だけで終わ らせては しくないのです。 クラブ

ヘ入った全員が飛行場の外へ飛び出 して、そ して

現在所有の素晴らしい機材を使ってその性能を実

感 してから卒業してほしいのです。

もちろん多くの制約 (地理的、財政的、時間的…
)

が山積 している事は承知 していますが、この20年

間あまり改善されているとも思えません。

学生諸君が航空部に何を求めて人部 したのか、

今一度、原点に戻 り旧来からの練習方法、合宿方

法等考え直してみて下さい。

現在大学院生の松田君が来年よリパイロット訓

練生として私の後に続きます。何事にもチャレン

ジの精神が一番人事だと思います。楽しみに待っ

ています。睡眠不足の続 く時差ボケの状態で一度

に書きました。ひどい文章 とは十三分に承知 して

お りますが気力がありません。校正の方宜 しくお

願いします。もしくはボツの方が小生 としては多

いに助か ります。

(昭和 47年卒 )
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DOSHISHA遠 く
懐 しい日々

大久保 説 子

同志社女子大学から、ロマンスロー ドを通 り同

志社大学構内を抜け、新町の古い 2階建ての航空

部ボックスヘ、女子マネージャーとして通 う事に

なった私は、田舎から出て来たばか りの女子学生

でした。航空部への縁がなければ、多分同志社大

学へ足を踏み入れる事などなかったであろ う、あ

のキャンパスの雰囲気が、私はとても好きでした。

部室においては、男子学生ばか りの先輩、後輩

の年功序列の法の下、「ウォース」の挨拶 も、何

だか奇異でいておか しく、土曜日、雨降 りの日は、

先輩から後輩に、気象、航空力学等の講義がある

事に驚いた りしたものでした。

合宿に、三、四度、同行 しましたが、合宿準備、

グライダー陸送、自動車曳航、何から何まで、知

的で動的に学生達だけの手によって成され、グラ

イダーが飛ばされている事に、「男はす ごいJと

心から思いました。

慣熟飛行 として、私も一度だけ搭乗させていた

だきましたが、「離脱」と緊張 した声の後、「ゴッー」

となる風の中を、恐怖 と感動の交った気持ちで、

時折 リビス トからの無線が遠 く耳をかすめてゆく、

いつの間にかの 3分間の、最初で最後の飛行でし

た。いつも合宿は、汗と泥にまみれ、危険を伴 う

中で、鳥になりたい青春真直中のピュアな男達を

みた気が しました。

時に、グライダーは静かに空を遊泳するもので

はない事を知らされた事故がありました。昭和45

年、福井空港で山田さんを失った事故は、私にと

って初めて身の回りの人の死に直面 した出来事で

衝撃的でした。秋の落 日、部員達の敬ネしの中、同

志社チャペルから東門へと、山田さんの遺影を静

かに見送った光景は、今もつらく悲しい思い出と

してよみがえってきます。
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翌年、私も肉親を失い、同じ様な境遇にあった

大久保と家庭を築 く事になり、今では、一男一女

の親として、世間では、普通のおばさんとして居

ります。夫のグライダーヘの想いは、変わる事な

く今もあるのですが、現実には、完璧会社人間と

して仕事に忙殺された日々を送ってお ります。40

代になった私達は、人の親になり初めて、自分を

育ててくれた親の有難さを感 じた り世の中に対 し

て、感謝する気持ちとか、姦 しむ気持ちとかを、

やっと持ちはじめた様な気がいたします。

夫 と同じ時代を共にし、同様な価値観で今 日ま

で来た私達が、やがて50代 、60代になっても、い

つまでも熱く、新鮮に、あの時代を思い出し、語

る相手がいる事を幸せに思います。

伝統ある航空部、「翔友」誌に、部員ではない

私の拙文を載せていただく事に、大変、僣越と思

いながら、航空部の思い出と現在の心境などを書

かせていただきました。

最後に、航空部 OBの方々、現部員の方々の御

健康 と御活躍をお祈 りいたします。

(昭和 48年卒 )



転動数回、二重県から

中 村  洋一朗

大学を卒業 して、早 くも20年近 くが過ぎようと

しています。

先輩、後輩の皆様はもちろん、同期の皆んなと

も御無沙汰しがちな今 日この頃です。まずはこの

紙面をお借 りしましてお化び致 します。

さて、私は、卒業後食吊|メ ーカーに人社以来、

ずっと営業畑を歩いてお ります。全国に支店、営

業所がある為、 5年平均で転勤、又転勤 とい う訳

で名古屋を振 り出しに、四国 (松 山)、 九州 (北九州)

と両 日本をほぼ一周 し、 5年前、又名古屋の近く、

二重県津市に戻ってまい りました。

松山勤務の時は、青山学院航空部 OBと い う、

某大手食品1間 屋の所長さんにお世話になった り

(も ちろん仕事の面で)、 九州では、大先輩である

鳥田さんに、電話で、こんど博多に来たらぜひ会

いに来いとお誘いを受けながら、しばらくして私

が勤務で九州を離れることになり、そのまま御無

沙汰 してしまった り(そ の節はたいへん失礼 しま

した)・ ……と、全国どこへ行っても同じ釜の飯を

食った仲間のいる事は、ほんとうに,し 強ヽいもので

す。又、ここ津に来てからは、近所 (同 じ町内)に

同期の山田君も居てさらには、 3年程前から、名

古屋在住の向井先輩からお誘いがあり、毎年12月 、

忘年会を兼ねて、本曽川の合宿へ押 しかけては、

現役の皆さんの訓練中の迷惑もかえ りみず、搭乗

させてもらっては、感激にひたってお ります。

去年も、もちろん大きな顔 して搭乗させてもら

ったのですが、木曽川でのフライトも3回 日とな

ると、余裕 と欲が出てきたのでしょうか。後席の

教官殿に断わ りもなしに「離脱 します」 と言 うや

否や、ダイブブレーキのレバーを思わず、おもい

っきり引っ張ってしまっていた私でした……。(オ

ソマツ)。 今年は搭乗前にちゃんと教えてもらお

う…… 。

今年もコリずに又、おじやましますから現役の

皆様、教官殿、ヨロシク。

(昭和49年卒)
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おひさしぶりですが・…
あいかわらずです

高 塚 誠 一

卒業以来10余年、その間に転勤 2回、転職 1回 、

海外工事 1同 、事務所の引っ越 し2回、結婚 1回

等等により、計 7回転居致 しました。

この間転居の届けが行ってなかった り、名簿の

住所が変わったころには本人の住所がまた変わっ

てた りで、ご迷惑をお掛けしたことと思います。

私はと言えば、片いなかで自動車部品の設計を

生業とするようになって以来 CADの ディスプレ

イと呪めっこしては客先のある広島と名古屋の問

を行った り来た りするばか りで、 OB会への参加

もできておらず、京都に足を踏み入れることすら

ないとい う日々を過ごして来てしまいました。

(最 近ついに40を 迎えたせいか CRTの 前に半

日居るとひどく疲れるようになってしまいました、

こうい う方多いのではないでしょうか)

そ うい う訳で永らく自分の手で空を飛んだこと

もなく、飛んだと言えばお客様様専門なのですが、

そんななかでも台北へ向か うB747か ら見たユイ

山の眺めの壮大であったこと、B737が暗緑の森

と赤茶色の河をかすめてコタバルヘ進入するとき

フラップが下 りると急に各フラップの端ごとに美

しくうねる幾筋ものベーパの尾を引き始めたこと、

天候不良で欠航の相次 ぐ鹿児島空港からやっとの

思いで乗 り込んだ L1011は大阪に着 くまで窓の

外に暗灰色の雲と時折の稲光 しか見えなかったこ

と、香港の啓徳へ降りるとき窓の外へ目をやると

洗濯物がず らりと並んでいたこと、場所は忘れま

したが YSの 窓から初めて真ん丸の虹とその中心

の黒い十字架のような機影を見たこと、など空に

ついての印象深い思い出はたくさんありました。

幼いときから飛行機が好きで、空は私の人生に

様々に豊かな夢をもた らしてくれました。 (幼稚

園児の息子は飛行機より自動車の方が好きなよう
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ですが)

今も相変わらず航空関係の本とい うと見境なく

買って来た り、爆音がすると思わず空を見上げた

りの日々なのですが、やは り何と言っても現役部

員として過ごした 4年 間が身近に空に接すること

の出来た最も充実 した時間だったように思います。

いや多分まだまだ、「だった」などと言っては

いけないのでしょう。この夏とある映画を見に行

って登場人物にこう言われてしまったのですから、

いわく「飛ばねえ豚はただの豚だJ。

(日召オ1151イ Fll)



下関のおくに自慢

堀 田 貞 彦

私が下関出身であることから、今回「下関のお

くに自慢Jと い うテーマを頂きました。御存 じの

方も多いでしょうが、下関市 (シ モノセキシ)は、

本州の西の端に位置 し、関Fi海峡を挟んで北九州

市と向かい合ってお ります。この関門海峡は、古

くは源氏と平家が戦った「壇ノ浦の戦いJの古戦

場として有名でもあります。当時 5才の安徳天皇

は二位の尼に抱かれて人水 し平家は減亡 したので

した。また、宮本武蔵と佐々木小次郎が戦った厳

流島も関門海峡の下関よりにあ ります。

現在、関門海峡には 3つ の海底 トンネルと1つ

の吊り橋が開通 してお ります。それは、JRの「関

門鉄道 トンネル (在来線)Jと 「新幹線関門鉄道 ト

ンネル」それから、「関門国道 トンネル (1階が人

道で 2階が車道の 2階建てJの 3つの トンネルと

昭和48年に完成 し、当時は東洋一の吊り橋であっ

た「関門架橋 (高速道路)Jです。 1つ の海峡でこ

れほど多くの トンネルや橋があるところも珍 しい

と思います。その上、現状の交通量の多さから「第

2関 門架橋Jも 計画されてお ります。このF/7門 海

峡、最も狭い所で幅七百メー トルしかなく、東へ

西へと日に 4回激 しく潮流が変わ り、 1日 に約八

百隻が行き交 う国際航路でもあります。昼の景色

も良いのですが、夜景は殊の外素晴らしいもので

す。

ド関で有名なものは「河豚 (ふ ぐ)Jです。下関

では「ふ ぐJと は言わず、「福Jにま邑じるよ うに

と「ふ くJと 言います。 この河豚、全国の 9割以

上が下関の南風泊 (ハ エ ドマ リ)市場 より出荷 され

るそ うです。まさに下関は、河豚の本場であ りま

す。河豚は、大変美味 しく、刺 し身や鍋物 (ち り)、

か ら揚げ、雑炊な どで食べますが、値段が高いの

と毒が有るのが欠点です。現在河豚を調理す るに

は、免許証が必要です。 しか し下関では、一般の

魚屋 さんでも調理 して くれますので、小 さいもの

で した ら手軽に食べ ることがで きます (最近、河

豚に当たった とい う話を聞きませんので、たぶん

ほ とん どの人が免許証を持っているので しょう)。

しか し「とらふ ぐJと 呼ばれる高級品 となると、

大変高 く、めったに食べ ることができません。刺

し身か ら雑炊 までのコースでたべると約 3万円 ぐ

らいかか ります。河豚は、10月 ～ 3月 が一番いい

時期です。下関に来 られる機会があるときには、

是非本場の河豚を食べて頂 きたい と思います。

下関のお くに自慢 と言いま しても、何を書けば

いいのか思いイすかず、 L言己のよ うなもの とな りま

したが、下関は、気候 も温 H麦で、海に円まれ、自

然が良 く残 された快適な街です。 ―度、下関に遊

びに来て ください。詳 しくご案内致 します。

(日召禾日5241二|)
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目下健闘中

黒  田 能 弘

大学卒業後、社会人としてはや16年が過ぎよう

としていますが、グライダーに乗っていた頃が、

大変なつかしく思われる今 日このごろであります。

OBの皆様で同感の方も多いと思われますが、

最近つくづく感 じる事は運動不足であります。学

生時代では、クラブ以外でも何かと体を動かす機

会も多く、深 く考える事はありませんでしたが、

近頃は会社 と家との往復で、休 日もたまにゴルフ

をする程度で、ゴロゴロしている事が大半です。

これではいけない、と感 じたのが 5～ 6年前で、

まずや り始めたのがアスレチックジムでの運動で

した。アスレチックとい うのは、本気でやればか

なりきつい運動でして、ひとりで続けるのは、な

かなか難 しいものがあります。最初の頃は毎週 2

～ 3回行っていたのが、 1年 2年経つ うちに週 1

回となり、それが 2週に 1回 となる始末で、情け

ないことに運動不足解消とい うには程遠いものと

なりました。

ところが今年になって、会社で野球部が発足 し

たのです。私はもともと野球 とい うものを本気で

やった事がなく、30代後半から出来るものかと思

ったのですが、20代 の者に混じってほぼ最年長の

部員とい う事で参加 しました。

高校生の時のクラブ以来 とい うユニフォームを

着て、にぎやか しのつもりで始めましたが、練習

に参加するとついつい力が入 り、翌日は、体のあ

ちこちが痛いとい う状況です。

夏合宿の機体運搬を思い出せば楽なものですが、

あまり無理をせずにゆっくりと楽 しく続けて行き

たいと思います。

この題名程、大袈裟な内容ではありませんでし

たが、学生時代に飛んだ空を懐か しく思いながら

過 ごしている毎 日です c

Jθ

一家内工業の継承に
つ いて

竹 内 伸 一

「継続は力なりJと い うが、逆に当た り前なが

ら技価がなくては継続は不可能とい うことを、最

近つ くづ く感 じる。

伊勢神宮 といえば、関西の人であれば必ず一度

は修学旅行で行ったことはあるだろ う。来年 (1993

年)神宮にとっては一大イベントの、遷宮をむか

える。これは20年 ごとに、神様のお入 りになるお

社、お宝、お祭 りに使 う一切のものを元 どお りに

全く新 しく造 りかえる行事で、これには反対派も

あるようで、イ可故まだまだ悪 くなっていないもの

を多額の費用をかけて新 しくしなくてはならない

のか、とい う事らしいが日本の伝統工芸の特に手

しごと、といわれるものの継承の為には実に うま

く出来た制度だと思 う。 うちの家業は、つげ (Fp

鑑の材料に多い)を用いた「くし」を100年 余 りつ

くっている。なぜか神様も「くし」を、お使いに

なるらしくて神宝の中に御櫛 (一櫛91枚)が あり、

恐れ多くもそれを奉納させていただいているのだ

が、前回1973年 には祖父が、今回の1993年 は父が

昨年に完納 した。木のくしは材料の乾燥期間が長

ければそれだけ完成品lに狂いが少なく、本を20年

程ねかせるが、すでに次回平成25年 (2013年 )の遷

宮の材料を神官に保管 していただいている。この

ように大変気の長い話で、2013年はもしか自分が

一一、と考え「代がわ りしたらあかんようになっ

たなあJと は言われたくないし、またその先の事

を考えていくと小生 と4才 の長男は、頭が痛 くな

ってくる。

父は中学卒業後、経済的理由もありす ぐ家業を

手伝い、祖父からはほとんど何も教わらず、見よ

う見まねでくし造 りをやって来たらしいが、今は

時代が違 うからと自分には、わからない事があれ

ば何かとアドバイスもしてくれる。木のくしとい(昭和52年 卒)



う物はかな り完成された道具で、約1200年前 (奈

良時代)につ くられた物と比較 しても、さほど変

わらないくらい、わ りと単純なデザインといえる。

だから、くしの歯を挽いた り全体の成形をした り

する時には、ものさし等にたよらず自分の目やカ

ンで仕上げるようにとい うような難 しい事も何回

か注意された。不器用な自分には至難のワザなの

である。航空部で機械工学科を出たのに、これか

らは製造よりも営業と思いイトーヨーカ ドーとい

う全 く畑違いの所へ就職 し、 3年程で父にどうし

ても家業を手伝えと言われ「十三やJに人 り10年

が経つ。

販売の方 も京都だけではダメと、全国の百貨店

で行なわれている京都物産展に出店 しているので、

北海道か ら,中 縄 までの出張がかな りあ り、なかな

か落ち着いて製造の方が出来ない現状である。バ

ブルがは じけ不景気 といわれ、 日本経済全体が こ

れか らは低成長の時代へ と移行 してい く中で、こ

れまで売上中心の営業の方へ 日を向けがちだった

が、コッコツとマ イペースで昔か ら良 く言 うよ う

に、手に職をつけなければ と真剣に思 う今 日この

頃である。

(F召 禾日54′年卒 )

ブーフーウー

頑張 ります !

大 田 朋 子

「大学に入ったら自動車部 と山岳部だけはやめ

といてJと 親に言われ選んだのが航空部。あれは

誰が書いたのか、甘い言葉に乗せ られて Boxに

行 くと、すでに女の子が 2人座ってお りました。

長い問女人禁制だったのが、身体 との都合で飛ベ

なくなった優秀なK主将の、「女の子でも飛べる

もんは飛ばしてやれや」の一言で、人部を許され、

ここに同志社ブーフーウーが誕生致しました。

本来なら花も盛 りの19、 はたち、だと言 うのに

顔の裏表も分からないほどまっ黒になり、ぜんぜ

ん似合わないつなぎを着て御所の中を、ワッセ、

ワッセと走 りがんばってはいたのですが、理数系

の頭脳の全くない私。航空力学、航空法規、機体

整備すべてチンプンカンプン。おまけに運動神経

も鈍く、初ソロにこぎつけたのが 2年の終わ り。

4年 になってお情けでやっと Ka6Eに 乗せてもら

い、何の資格もなしに素上が りとあいなりました。

とにもかくにも私達の時代は新機体 (2256号機 )

購入でただただアルバイ ト、金集めの毎 日でした。

YWCAや 大蔵省保養所の掃除など、元締めをさ

せて頂きましたが、まあサボルヤツの多いこと !

苦情の電話を受けては謝ってとんで行き、「元旦

からよその便所掃除なんぞするな l」 と親には叱

られ、まあさんざんでありました。その他、サン

トリービールエ場などなど。取 り立ての厳 しさに

部員はどんどん減 り、女の子でも数の うち、そっ

ちの面では少しはお役に立ちました。

出来の悪い後輩に何でも優 しく教えて下さつた

T先輩 (教 官)有 難 うございました。 よくおごっ

て頂きました。皆の文句を浴びながら新機体購入

を実現 し、御自分はほとんど乗らずに卒業なさっ

た N主 将、 ごくろ う様 で した。そ して同期 の

MMコ ンビ君、私達同期は実質 5人 でその うち



3人が、Bu― Fu U― の女の了̂で したか ら、 しっか

りせにゃ と思われたのか、お 2人 とも優秀な教官

になられました。 この地方出身組 2人の根性を見

て、私はいなかの人 と結婚 しよ うと思った もので

すc(お 陰様で実現致 しま した)。 それ と出来の悪

い先輩をバカにもせず立てて くれた後輩たち…。

グライダーか ら足を洗って早12年 、 6才、 4才 、

1才の 3児の Elで仕事 も持ち、必死のパ ッチの毎

日ですが、ふ と青い空を見上げると涙が出るほ ど

懐か しい事があ ります。

PS.今年 7月 一家 5人 で、実家の姓 を継 ぎま

した。名字が元に戻 りましたが、出戻 りはござい

ませんので。念のため…。

(昭和56年 卒 )

グライダーと百貨店の

親密なる関係

千  原  昌 和

私は今、某百貨店の婦人服売場に■l」 務 してお り

ます。学生時代は、お金もなく、航空部では服装

への拘わ りなども全 くなかったので、今、ファッ

ション業界の端っこに居る自分などは想像もでき

なかったことです。

しか し、百貨店での売場運営はグライダーの操

縦 と似ていなくもないのです。それは、絶えず目

に見えない「お客様の心」とい うテルミックを掴

まえるために、日々の営業活動があるからです。

フライト前のウェザーフォーキャス トは、常に半

年先の商品!仕人を予測するファッショントレンド

のようなものであり、時には遠 くオース トラリア

の気候を思 うように、パリや ミラノ・ニューヨー

クのコレクション情報をキャッチします。機体の

整備をするように、売場を常にお客様から買い易

い状態に整理 します。まるでオーバーホールのよ

うな売場改装も、 2年 ～ 3年に一度はかならずあ

るものです。

そして、フライトでのエアワークが始まります。

高度計や速度計、昇降計などの計器を絶えずチェ

ックするのは、毎 日の売上データがタイムリーに

コンピューターから浮かび上るようなものかもし

れません。アップと沈 卜を探 しながら飛んでいく

ように、売れ筋商品1・ 死に筋商品を探 し出し商品

を回転させていくわけです。でも、あくまでも大

切なのは自分の目で確かめること。売場にいない

と生の1青報は入ってきません。これはフライ トで

も同じだと思います。

また、フライ ト同様に商売に大事なのは、「臨

機応変」 とい うこと。地上ではいろんな飛行場面

を想定 したイメージフライ トをしてから空に上 り

ますが、それでもイメージどお りのフライトがな

かなかできず咄嵯の判断が必要なこともあります。

J2



百貨店でも営業計画を立て、それに基づいて様々

な人や商 IRな どが動 きますが、必ず しも計画通 り

に売上げが Lが るとは限 りません。逆に言えば、

その時 どんな柔軟な発想があって乗 り切ってゆけ

るかが商売の苦 しさであ り、面白さか もしれませ

ん。世の中はバブルが弾けて不況にな り、百貨店

も売上不振に喘いでいますが、その中でも確実に

売上を仲ば している商品もあるのです。それを見

つけて、その商品があれば、 どんなに生活が楽 し

くなるかをお客様にご提案す るのが私の今の仕事

だ と思っています.こ うやつて考えてみると航空

部で学んだ事は とても多いですね。

百貨店マ ンは、 日曜 日が休みでな く、OB会に

も顔を出す ことができませんが、翔友会か らのお

便 りはいつ も楽 しく拝見 させていただいてます。

影なが ら、いつ も現役学生諸君を応援 しているつ

もりですので、 これか らも後輩諸君の健闘を期待

しています。

(昭和59年 卒)

ワイケリーでの悪夢

中 本寸 ′
隅 志

昭和61年 に 5年 生で卒業 して 2年半程グライ

ダーから遠ざかっていましたが、また空を飛びた

いと思いたち、H召 和63年 の暮れに (社 )三重県航空

協会に人会しました。三重県航空協会は伊勢市の

北部にある陸上自衛隊明野基地をベースにしてい

ます。活動は自衛隊が休みである日曜日に、グラ

イダー 4機 (ASW 20、 ビラタス B4、 ASK 13、

ASK 21)、 モーターグライダー 1機、曳航機 1機

で訓練を行っています。この三重県航空協会と

オース トラリアのワイケリーとの関係は古 く、日

本人がオーストラリアに飛びに行 くようになった

草分けといわれています。現在でも毎年会員の何

人かは必ずワイケリーに飛びに行っています。

私も入会して約 1年後の平成元年12月 24ロ ワイ

ケリーに行 くことになり、全 国空でシドニーヘと

飛び立ちました。機内で無料のワイン、ビールを

飲みつつ明日からのワイケリーでのフライトを夢

みながら眠りにつきました。 しかし、その後この

楽しい夢は悪夢へと変わつていったのでした。

最初の悪夢はす く
゛
にやってきました。早朝シ ド

ニーで国内線に乗換て、アデレー ドヘ到着 しまし

た。アデレー ドの北西約 200kmの 所にあるワイ

ケリーに行 くためアデレー ドの中心にあるバス

ターミナルに向いました。 しかし、タクシーより

町をながめていると何かがおかしいのです。町が

死んでいたのです。その日オーストラリアは夏の

クリスマスだったのです。商店や会社は 17■ とんど

閉まっていて、歩いている人も無 く、車もほとん

ど走っていませんでした。そして 1日 に 4～ 5本

はあると日本で聞いていた路線バスも、その日は

午前中に 1本 しか無 く、しかも既にそのバスも発

車 した後でした。その後、偶然私とほぼ同じ日程

でワイケリーに飛びにきた。九州工業大学 OBの

一一一， 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一



児玉君 (彼 は私 と同学年で、学生時代に同志社合

宿に参加 した り、共に妻沼の全国大会に参加 した)。

及び彼 といつしよにきた日本グライダークラブの

方たち 3人 と合流 しました。そして相談 した結果

レンタカーで行こうとい う事になりました。しか

し、レンタカー会社の電話もつながらず、私たち

4人 は途方に暮れました。そこで、最後の手段 と

して、私は面識が無かったのですが、児玉君の以

前からの知 り合いであった三重県航空協会の会員

である中山氏 (LS 6の オーナーで、ワイケリーに

は毎年欠かさず 1ケ 月程飛びに来 られている)に

電話 して迎えに来ていただき、その日の夕方ワイ

ケリーに到着 しました。

次の日チェックフライ トも無事 OKが でたの

ですが、私には次の悪夢が待っていました。ブッ

キング状況を示すクラブハウスにある黒板には、

私の名前が見当た りません。そこでなぜ無いのか

を聞くと、私がファース トソロの トレーニングの

為にワイケリーに来たと勘違いしたらしいとわか

りました。ブ ッキング OKの 返事の手紙を見せ

ると、最初の4日 間は、マネージャーであるブラ

ッドニー氏がオース トラリアの国内大会に出場す

る為に、貸し出さない予定であったデイスカスに

乗る事になりました。 しか し、その後は私に貸せ

る単座機が無いとのことでした。そこでさらに抗

議すると、最後にはとうとう無い物は無いとつっ

ばねられてしまいました。 しかしありがたい事に、

落ち込んでいた私の為に児玉君や 日本グライダー

クラブの人達からグライダーを毎 日 1日 ずつ貸 し

てもらえる事になり、ワイケリーに滞在予定の数

日を除いて、フライ トできることになりました。

そしてだめ押 しの悪夢がやってきました。飛行

機の中で見た夢のように、青い空に積雲が浮いて

」イ

いるはずだった空が、この時期に降るはずがない

雨が降った り、上昇気流の蓋をするように大きな

逆転層あった りと、学生時代最後の年に行ったナ

ロマインの空とはまったく違 うではありませんか。

実はその年のオース トラリアは異常気象だったの

です。それでも何 とか高度を獲得 してスター トを

きるのですが、使えるのが 2000ftか ら 4000ftと

い う低 くて弱いプラスとい う状況は、私の技量に

とっては非常に厳 しく、最高で 150kmぐ らい し

か飛ぶことができませんでした。

結局、ワイケ リーでは目標であった 300kmは

飛べませんでしたが、自分が飛ぶグライダーの無

い日に実施 してもらった、教官同乗によるクロス

カントリー トレーニングはとても参考になりまし

た。また、クラブハウスでのニューイヤーパーテ

イや、ライフル射撃が趣味である若いタグパイの

兄ちゃんに彼専用の射撃場に連れてもらい、ビス

トルから軍用の大きなライフルでの射撃等、フラ

イト以タトで結構楽 しめました。

最後に、去年の11月 に顧間の三浦夫妻のご媒酌

で、京都女子大航空部 OGの現在の妻 と結婚 し

ました。そして新婚旅行で行った 2度 目のナロマ

インで無事 300kmを達成 しました。今後は、500km

を目標にまた飛びに行きたいと思います。

(昭和60年卒)



空 感

杉  浦  正  俊

何や ら私あての封筒が きているので開いてみる。

「貴兄に依頼済の期友の原稿が締め切 りの 1日 を

過 ぎて もまだ届いてお りません…」。 とい うわけ

で私は慌ててこの原稿を書いている。

私が現役の部員だった頃は航空部のお陰でずい

ぶん貧乏をさせて頂いた よ うに思った ものだが、

いざ学校を離れて働 きだ してみると、 ど うも学生

の時の方が金を自由に使えていた よ うな気がす る。

下宿代 と最低限の食費が確保できれば残 りの使い

途が 自由だか らだろ う。おまけに私は下宿代の滞

納 もち ょくち ょくやっていた し、その意味では財

力のかな りを部に使っていたわけである。

私が人学す る何年 も前か ら大学の レジャーラン

ド化は言われてきた。数多いi翌択肢の中か ら私た

ちは航空部を選んできたわけである。社会が大 き

く変わ らない限 り今後 も選択肢は増えてい くだろ

う。現にスカイスポーツの世界に してもウル トラ

ライ トやパ ラグライダーといった新顔が出ている。

航空部のみでな く既存のすべてのクラブは どん ど

ん選択肢の中に埋 もれてい くことになる。各 クラ

ブやサークルが決まった数の学生を奪い合 うとき

「クラブが部員に何を与えることができるかJが

重要になってくる。航空剖
`を

希望する学生は他の

サークルに入る学生に比べれば比較的動機もしっ

か りしているであろ うし、技量が伸びればそれに

応じてフライトのなかに楽しみを見付けることが

できる。 しかしそれでも、金の使い途として魅力

のあるクラブでなければ、部員を確保 していくこ

とは難 しくなっていくことも事実だろ う。

私はといえば合宿のたびにフライトは人より多

く、仕事は人より少なくとい う不良部員であった

ので、多くの方に迷惑をかけつつ 4年 間過ごして

いたと思っている。それでもすばらしい経験もあ

ったし、特に妻沼でのフライ トは印象に残ってい

るものが少なくない。もちろん、100%満足のい

くクラブなどとい うものはあり得ないだろ うが、

体育会航空部を選んだ感想を現役のみなさんに尋

ねてみたい気もする。

(昭和61年 卒 )



北海道合宿

新 庄 博 志

北海道とい う土地は、何度訪れても新鮮で、ま

た異国の雰囲気さえ漂い、そして新島襄の志の出

立の場所でもあり、我々同志社人としても、興味

深い所です。

さて、今合宿の源は翔友 Vで御報告 しました通

り、在道の落合 OBの お誘いによるもので、 4年

間、札幌航空協会並びに新篠津村 と交流を続けて

きたところに、今年になってにわかに学生が意欲

的になり、合宿の実現にむけて動きだしたわけで

す。

もちろん、すべてが初めての経験ですから教官

会議や、学生 ミーテイングを幾度も重ね、また新

篠津村や札幌航空協会の心温かい御協力を賜 り、

また学連や OB会の御理解もいただき、実現の運

びとなりました。

8月 25日 か ら 1週 間、 手ヽ々の ASK-13 と

ASK-23を 使い、ウインチは札幌航空協会か らお

借 りしたものの、ほとんどの機材を、我々で用意

することができ、合宿を始めました。

気象条件 としましては、ベストシーズンの 5月

とは違い、ソアリングに適 した日は少なかったも

のの、それでも3日 に 1日 は、C章や銅賞の狙え

る気象でした。また地形の解 り易い空域ですので、

学生も数回のフライ トで、す く
・に空域にも慣れて

くれました。

今回の合宿の大きな目的は、現地の村や協会の

皆さんに「来年もまた来なさい。Jと 言っていた

だく事でしたので、日曜日には協会のみなさんと

合同で訓練をし、また夜には、我々の歓迎会も開

いていただき、村の助役さんをはじめ、協会のメ

ンバーの皆さんか らも、「来年も是非に」 とい う

お言葉をいただくことができました。

ただ残念なことに、最終 日、ASK 13の 翼を折

J`

損させるアクシデントがあり、合宿を成功の内に

収めることができませんでした。 したがって今合

宿の評価は、それに値するものがなくなってしま

いましたが、ただ 1つ だけ、この合宿の実現に向

けて、学生が非常に能動的に、そして主体的にが

んばってくれたと思います。今まで自発的な行動

が少なかった彼らが、一九となって 1つ の目標に

進もうとした事は、私は認めたいと思います。ク

ラブの一致団結が、これからも続いてll■ しいもの

です。

将来的には、金銭面、日程面、教官の手配等、

北海道で合宿を継続させるには、問題が残ってい

ますが、学生にとってよい方向を模索 しながら検

討 していきたいと思います。

最後になりましたが、人へんお世話になりまし

た新篠津村、札幌航空協会の皆さん、またわざわ

ざ遠方より応援に来ていただきました顧間の三浦

さんや箕浦 OB、 落合 OB、 あ りが とうございま

した。

(昭和63年 卒 )
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まだまだ学生です ! 会社案内

近 藤 玲

私は、今、週に最低 3日 学校へ通っています。

学部生の頃、ほとんど授業には行かず、グライダー

の合宿で空を飛んでいるか、発掘現場で穴を掘っ

ているか、とい う生活でした。 しかし、大学院の

授業ともなると、ほとんど個人授業のようなもの

で、さぼるわけにはいきません。そこで、この春

からは、まじめに授業に出ているのです。 (聞 く

ところによると、私 と同期で、授業に出ない、試

験も受けないとい う、あのエンペラー S氏が、な

んと前期試験をすべて受けたそ うです)。 今年の

残暑が厳 しかつたのは、私や、 S氏の豹変ぶ りに

原因があるのかもしれません。それはさておき、

学校によく行 くようになって感 じること、それは、

「今出川キャンパスで航空部員に会わんな―Jと

い うことです。現役の 3年生、 4年生を図書館で

見かけたことは一度もありません。彼らが、いか

に勉学とい うものから遠いところにあるかを痛感

させられます。そして、何 よりも驚いているのは、

1年先輩で大学院に通っておられるはずのM教官

に、私は、卒業後お会いしていないとい うことで

す。明徳館の地下の食堂にも、新町校舎にも、学

館にも、そのお姿を見ることはありません。「ウー

ン、おか しいな―。M教官が大学院に行っている

とい うのは、デマかな―。やは り、本曽川に住ん

でおられるのかもしれんJな どと最近は思ってお

ります。卒業後まだ半年 しかたつてお りませんが、

M教官がランウェイで連発されていた、「 トロ ト

ロするなよぉ―。しっか りしろよぉ―Jの声が懐

か しくてたまりません。M教官、どうか学校に出

てこられて、あの美 しいお声を私に聞かせて下さ

い。

玉 井 克 典

(1)普通の人との会話

「どこに勤めてるの ?J

「大 日本スクリーンてい う会社J

「映画のスクリーンを作ってるの ?」

「 ううん、映画とは全然関係ないよ」

入社 して以来、何度同じ会話を繰 り返 ししたこ

とでしょうか。最初は、研修で得た少ない知識で

説明していましたが、答えている自分自身がよく

わかっていないので、聞いたは うも何を作ってい

るのかわからないようでした。しか し、集合研究

を終え、実際に仕事をするようになって、ようや

く何を作っているのかわかってきました。

簡単に言 うと、製版機械 と半導体製造装置を作

っています。製版 とい うのは、印刷の前段階で、

写真原稿を読み取るスキャナ、文字や絵柄やスキ

ャナからの情報を編集するワークステーションな

どがあ ります。また半導体のほ うではほかに液晶

製造装置も作っています。いずれにしても設備機

器なので、一般の人にはなじみもなく知名度が低

いのもしかたありません。

(2)就職活動 した人との会話

「どこに勤めてるの ?J

「大 日本スクリーン」

「ああ、知ってる。休みの多い会社のランキン

グで上のほ うに載ってたとこやJ

このような言われ方もよくありました。休みが

多いから志望 した訳ではなく、あらゆることを考

えてスクリーンに入社 したのですが、誤解 してる

人 (現 4年生 ?)も 多いようです。しか し確かに、

社風がおおらかなようではあります。(平成 4年卒)



(3)約 半年過ぎてみて

「まあまあいい会社かなJと 言 うのが正直な感

想です。全体にのんび りしているところもありま

すが、仕事は個人に任されている部分も多 く、皆

さんきっちり仕事をして休みもとってと、め りは

りのある職場です。ただ今期は17期ぶ りに赤字だ

そ うで、、少 しだけ不安ですが、個人的には今度

はいつ有体をとって福井へ行こうかと考えている

この頃です。

とい うわけで、後輩の皆さん、就職活動の際に

は是非スクリーンも考慮 してみてください。 (ち

なみに私はシステムエ場購買課にrl」 務 してお り、

人事の依頼を受けた訳ではありません)。

(平成 4年卒)

四日市に勤務

山 本 武 志

私は、現在、四日市に住んでいる。四日市 とい

っても近鉄で 2駅隣の海山道 とい うところだ。駅

か ら東へ 100m程行 くと会社が あ り、北西へ

300m程 行 くと寮がある。寮は東向きで、北側に

はどぶ川、東側には小学校、南側には鉄暦会社の

鉄暦置き場、西償1には国道23号線が南北に走って

いる。一応、小学校があるのでまわ りには人が住

んでいるようだが、あまり見かけない。とい うの

も、東西南北 どちらを見回しても煙突ばか りであ

る。つまり、寮一帯は、工場地帯の真ん中にある

のだ。そ うい うと、とても環境の悪いところに住

んでいるように思われるかもしれないのだが、そ

うでもない。20年程前の公害の面影は今やなく、

空気や水に関して言 うと、おいしいとまではいか

ないが、悪いとい うほどでもない。大阪や京都に

比べれば、む しろ四日市のほ うがましかも知れな

い。日常生活においては多少不使なところもある

が、近鉄に 5分 も乗れば四日市である。四日市は

三重県で最も人口の多い市とい うだけあって雰囲

気は一変 し、駅周辺はビルの立ち並ぶ繁華街で、

生活用品はここで何でも揃 う。寮は 4階 に 6畳 1

人部屋で、眺めが良く、天気の良い日はとても景

色が良い。日中には鈴鹿 III脈、養老山脈が一望で

き、夜は四日市市街のネオンが見える。ここで生

!舌するようになってから3カ 月あまりであるが、

結構快適に暮らしている。

仕事のほ うはとい うと、 4月 ]日 、三菱化成に

入社 し、 2カ 月半の実習を終え、現在は、四日市

工場のエ ンジエアリング部機械プロジェク トグ

ループに所属 している。エンジエアリング部は、

化学プラントの計画、設計、建設、試運転段階を

担当し、最適な設備の構築を行 う部門と、運転開

始後、診断、維持、管理を担当し、化学プラント



の安全安定操業維持を行 う部門とがある。機械プ

ロジェク トグループは前者を一括 して担当するグ

ループであり、またエンジエアリング部の中でも

担当範囲の広いグループでもある。グループ員は

各プラントを 1な いし2担当するのだが、私は、

四日市工場に20余 りある化学プラントの 2ケ所を

担当している。 1つ は設計段階で、もう1つ は建

設段階である。まだ配属されて 3カ 月余 り、右も

左 も分からず、上司に怒られる毎日であるが、最

近では設計を任されるようになった。設計をする

には、機械的な知識は勿論のこと電気的、また化

学的な知識も要求される。会社にいても、寮にい

ても、これら学生時代 とは異った企業のノウハウ

の習得に、今はまだ戸惑 う毎 日である。

つい最近まで、学生時代の事を思い出す余裕も

なかったが、仕事にも少 しずつ慣れ、ふとしたと

き思い出すことがある。寮の窓から養老山脈を見

ながら、木曽川滑空場でのフライ トを思 う今 日こ

の頃である。

(平成 4年卒 )

5年生

青  木  友里恵

私は現在、大学 5年生である。ところが 2月 の

OB総会報告書を見た時は、思わず 目を疑った。

卒業生の進路がそれぞれ記されている部分で、私

の所がなん と『大学院』 となっていたか らだ。

OB総会での進路報告の場で、「彼女は、も う少

し勉強するために学校に残って…」 とい う主将玉

井氏による気遣いにあふれた表現を、苦笑 しなが

ら聞いていたものだが、その時はまさか、OBの

方々に院に行 くと誤解されるとは思わなかった。

皆さんを欺いているようで、ずっと気になってい

たので、この機会に訂正できてホッとしている。

4年 間の学生生活は、そのまま航空部での生活

であった。悔いは山のようにあるが、日標の自家

用だけはどうにか達成することができた。そんな

生活から引退 してまだ半年 しかたたないのに、思

い返 してみると、すべて遠い昔のことのような気

がする。木曽川や福井の R/Wは、すでに私の中

で懐か しい風景となりつつある。

今の私はといえば、 2年がか りのくせになかな

か進まない卒論と格闘しながら、卒業前にオース

トラリアでのフライトを実現すべく、資金稼ぎの

アルバイ トをする毎 日を送っている。結局、航空

部からは足を洗えても、グライダーからは足を洗

えないのだろ うかと、考え込んでしまう今 日この

頃である。

他の人より1年長い大学生活も、あと半年。来

年の春には「 5年間の休暇Jに終わ りを告げ、社

会人 1年生 となる (・
・・はずだ)。

(在学中)
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あせって書いたんです

重 永 歳 繁

カチ ッ。ダイアン、只今 9月 24日 午前 2時 36分。

天候曇 り。月は見えない。昨夕驚 くべ きことが分

かった。何 と僕だけ『翔友』の原稿を出 してない

らしい。 〆切はも うとっ くに過 ぎちまったそ うだ。

しか しダイアン、 これだけは誓 うよ、僕はそんな

ことはちっ とも知 らなかったんだ。 どうや ら敵は、

僕が この街へ引っ越 して来たのを知 らなかった よ

うだ。

ダイアン、 この街は とても静かだ。北東部の山

の裾野には、ダグラス杉の微かな香 りがいつ も漂

っている。只、同 じフロアーのフランス人には閉

口させ られているよ。

ダイアン、航空部にいた頃の僕が編み出 した技

を知ってるかい。「ギ ャラクテ イカ・マグナムJ

と言 うんだ。 この技は、ち ょっ と危険なので弟子

の北岡にも伝授 しなかったんだ。同僚の近藤氏は、

この技に見ほれていたっけ。

そ う言えばダイアン、僕がいな くなった らウイ

ンチ側のお楽 しみな本が少な くなったそ うだ よ。

これ じゃまるで僕だけが楽 しんでたみたい じゃな

いか。僕は皆のために買ってたんだ。 ダイアン、

本当なんだ よ。K氏 も T氏 も、今 は教官 の M

田さんも喜んで見てたんだ。僕は彼 らにお どされ

てたんだ。ひ どいもんだ よ、全 く。

ダイアン、ウインチ側の夏は どうなるか知って

るかい。僕はそんなことは しなかったんだが、K

岡は 日焼けオイルを体中に塗って 日光浴 としゃれ

こんでたんだ。それでウインチは僕にも曳かせて

たってわけ。本当さ。

冬には、 よくた きぎを拾いに行かされてたっけ。

たきぎと言 うとダイアン、九太はいったい何を見

たんだろ う。いつか話す ことがあるのだろ うか。

いや、そんなことは どうでもいい。冬場はたき火

イθ

に限るよ。お昼にはランチも出来るんだ。

料理とくれば、思い出すのが、「旦那 3年殺 しJ

A木ちゃんだ。少 しは料理 うまくなったのだろ

うか。よく朝宿で、ラン当&ウ インチマン用朝飯

を作ってたっけ。

ダイアン、今思い出したんだが、僕はお茶の味

に うるさい奴と思われていたらしい。それともう

1つ 、コーヒーは砂糖たっぶ りが好みだと。だが

ダイアン、君なら解ってるだろ うが、僕が好きな

のは、月のない夜のようなブラックコーヒーと甘

いチェリーパイ…。

あっと、ダイアン、どうやら時間が来た様だ。

僕はこれか ら「片目の JJに行かなきゃならない。

そ うそ う、初ソロの時から上で写真撮影の練習を

してたってことは内緒に しといてくれ。カチ ッ

………。カチッ。ダイアン、また今朝早 く思い出

した。僕を悩ませている問題が 2つ ある。航空部

の OBと しても人間としてもだ。彼 らと彼女 と

の間に何があったのか、卒業できるのは本当はい

つか……。カチッ。

(平成 4年卒)



銀行への新人

吉  川 浩  一

この春、無事に大学を卒業 し、社会人になって

はや 9月 、 6回 目の給料 日を待ちわびる今 日この

頃の私の生活について、少々書いてなたいと思い

ます。毎朝 6時過ぎに起きて、 7時には寮を出、

夜は 1時か 2時 まで起きているとい う信 じられな

いような生活リズムが身についてしまいました。

だからといって、銀行の仕事が′陀がしいからでは

ありません。私は 5時か 6時になると、しっか り

と帰途についています。ただ学生時代の習慣で夜

の11時を回らないと、調子がでてこないから、勉

強時間は当然夜遅 くなり、睡眠時間を削る結果 と

なるのです。しか し学ばなければならないことは、

それこそ山のようにあることもまた事実で、時々

放浪の旅に出たくなるほどですが、宝 くじで 1億

円当たるまでは、がんばってみるつもりです。ま

た、休 日の過ごし方ですが、私は最近ラグビーを

始めました。 (と 言 うよりも支店の先輩に無理や

り引きこまれたようなものですが)。 名前は東海

銀行 レッドバーバリアンズと言い、結成 して 4カ

月ですが、ゆくゆくは一部 リーグヘ昇格 し、打倒

神戸製鋼を目指 して、 2週間に一度練習をしてい

ます (夏 は暑いので OFF)。 7月 には初めての試

合があったのですが、試合開始後 8分 くらいで、

タックルの際に肋骨を痛め (た ぶんひびがはいっ

た と思 う)、 試合後 1カ 月は激 しい痛みに耐えな

くてはならなかった。航空部恒例の花火大会では

その負傷にもかかわらず、鴨川の水質をじかにた

しかめさせられたが、後輩たちの元気そ うな顔や、

多くの新入部員を見ることができて、痛みも何処

かへ行ってしまいました。 (そ んなわけないぞ l)

次の試合はなんとスクールウォーズのモデルとも

なった F高校の、それも、オ・・ギ選手のいた

時代のレギュラー陣主体の OBチ ームらしい。試

合まであと4日 。と言 うわけで、現役部員諸君も

怪我には十分注意 してがんばってください。私も

自分の身は自分で守 ります。最後になりましたが、

大学での 4年 間いろいろとご指導を頂き、お世話

にな りました先輩 OBの 方々には、この紙面を

借 りまして厚 く御礼申し上げます。

(平 成 4年卒 )



第 6回翔友会ゴルフ会

南 村  清  治

第 6 Lnlゴ ルフ会を今年も絶好の秋究のもと彦根

カントリークラブで行ないました (過去一度も雨

に降られてません !)。

横浜から今回も末古先輩が始発の新幹線で参加

され、守本lll夫先輩 (37年 卒)が初参加されました。

いまのところまだ年一‐度の開催ですが、ゴルフ会

もようや く翔友会親睦行事の 1つ に定着 してきた

ようです。

翔友19名 で争った競技の方ですが、午前中上手

に上昇気流をとらえた山井博起 OB(47年卒)が見

事初優勝 !栄冠の「翔友杯Jを手にされました。

安定した飛行で喜田麻紀夫 OB(45年卒)が 2位、

3位にはセカンドフライトながら頑張った加藤寛

OB(46年 卒)が 入賞、今回は団塊陛代の中堅 OB

が「これからは我々の時代である !Jと 大活耀を

見せました。

鐵 轟 縛 銀 議
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平成 4年 10月 3日

於 :彦根カン トリークラフ

上位人賞者には来年 5月 に行なわれる同志社ス

ポーッユニオンゴルフ大会 (体育会 OB各部対抗

戦)に航空部代表選手 として参加 していただきま

す (善戦を期待 しています).

さすが 6回 日ともなると皆サ ン技価 も上 i圭 ?

……パーテイーでは「来年は私が優勝 します |」

と優勝宣言まで出て大いに盛 りLが り、前回優勝

者宮地隆昌氏 (丸宮陶器)特選の豪華賞品と一日さ

んからの土産をいただき、秋の一日を大いに青春

して夕刻無事解散 しました。

◎同志社スポーツユニオンゴルフ大会は平成 5

年 5月 第二土曜日、亀岡カントリークラブで開催

される予定です。参加御希望の OBの方は佐々木

哲先輩 (0726321550)ま でご連絡下さい.

(昭和45年卒 )
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