
翔友会便 り

戦慄の思い出

佐 藤 勉

昭和十八年九月、学徒出陣で、土浦海軍航空隊

に入隊した。四ケ月の基礎教程を終へて、私は操

縦学生として、羽田飛行場で、中練の訓練を受け

たが、皆、学生時代に飛行機、グライダーに乗っ

て居た人ばかりであった。関東学連が大部分で関

西学連では同大の長岡盛男、関学の天句圭 一郎が

居た。従って軍隊と云ふよりは、学生航空連盟冬

季合宿といふ雰囲気で、楽 しく伸々と暮 した。Jl

浦の厳 しい日常生活、毎日の様に罰直を喰ってい

た時と比べて、まるで天国の様であり、あまりの

様変 りに、驚いた。然 し天国は長 く続かなかった。

中練四ケ月が標準の所、全員ニケ月で通過 して、

実用機教程(戦斗機・艦攻・艦爆・大型機)に 進ん

だ。実用機教程に入って驚いた事にニケ月組は

吾々(人 隊前に操縦経験)だ けでなく、東京以外の

中練航空隊から適性優れた者が選抜されて吾等に

合流 した。中練七ケ月余 といふのが数年前標準と

なっていたそうで正に三分の一の超速成である。

私は鹿屋にて、大型機の訓練を受けた。全幅二

五米、全長十六米余、全備重量七 トンの九六陸攻

といふ双発機で操訓は教官又は教員一名に、学生

六名がペアを組み搭乗整備員一名を加へた八名が

搭乗 した。

六月頃だったと思ふが、訓練地が変更になり基

地移動の時、編隊訓練を行い乍ら豊橋に向ってい

た。

その日はかなり雲の多い日で、雲とすれすれに

飛ぶ時もあった。私は操訓の番が終 り、のんびり

と景色を眺めている時だった。一番機が計路変更

の為左に旋廻 し始めた。吾等二番機も左バンクを

とり、左旋廻中に、スポッと雲の中に入ってしま

つた。一面が真白になり、何 も見えない。同時に

一番機を見失った。初めの内はこれも訓練の一部
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かと思っていたが、おかしい。機内が緊張 した。

窓に頭をつけて、一生懸命一番機を探 したが自

い雲の中何 も見えなかった。随分長かった様に思

へたが案外短かったのかも知れない。やっと雲が

切れた。ホッとした瞬間『アッ』 と息をのんだ。

す ぐ窓の外に一番機がいる。一番機の左翼の下に

深 く二番機の右翼が人 り込んでいた。一番機が水

平飛行をしていたとすれば吾等は左に傾いていた。

両方とも傾いていたかも知れない。丁度『入』と

いふ漢字を、上から押 してペシヤいだ形よりも深

く入り込んだ形を想像 して頂きたい。

教官はす ぐ左横すべ りで難を逃れたもの 、ゝも

少 し雲中飛行が続いていたら、恐らく大事故にな

っていたと思ふ。それにしてもよく雲が切れて呉

たものだとつ くず く思ひ神に感謝した。

今想ひ出しても戦慄が走る。

(昭和18年高商卒)



戦直後の奇妙な体験

岡 本 貴 好

昭和 |三年よリグライダーに乗 り始め、十八年

に入隊、晴れて特別操縦見習十官として旧北満州

の『白城子陸軍飛行学校に入校』…・。月ヽ澤校長閣

ド・主任教官竹内少佐・畠尾大尉・山口大尉・計

器飛行の神様三木中佐・溝田少佐・等々の最高の

教官助教に恵まれ、一〇〇式双発高等練習機で遠

距離爆撃機操縦者としての猛訓練を受けました。

連日操縦席の窓にすつぽり幌を被せて三角地点

の盲目計器飛行操縦訓練、今で言うノイローゼに

なり、寝ても覚めても操縦席の計器盤の、針・ボ

ール・昇降計 。が目の前にちらついたものでした。

卒業と同時に一〇〇式双発練習機を各自で操縦

して、自城子から宇都宮までの空中輸送を終えて、

やっと巣立つ思いでした。

『挺進飛行第二戦隊附を命ず』 ・̈任地の場所は

「ニュータバル」 !と いう所 らしい ?一瞬は南洋

のどこかの島かと思いよく確めると、九州は宮崎

の現在もある航空自衛隊の新田原基地の事でした。

MC二〇型双発輸送機操縦者として、落 卜傘部

隊の跳下訓練の明け暮れでした。

飛行中に左エンジン部分に火災発生、エンジン

炎上 して落下、片発飛行で九死に一生を得て無事

着陸、生還 した事もありました。

『飛行第九〇戦隊附を命ず』…・北支那の商都斉

南を基地とした歴戦の猛者ぞろい、奇 しくも三木

中佐が前任の戦隊長でした。

九九式双発爆撃機を操縦 して見ると、それまで

は操縦輪ばかりを操作 してゐたので、操縦拝では

軽すぎ、つい荒っぱい操縦になり、馴れるまで苦

労しました。

中隊長を始めとして主力操縦者が不在のまま八

月の終戦を迎えて、九九式双発軽爆撃機の日の丸

のマークを緑十字に塗 り変え、更にその後には、

晴天白日に再度塗 り変えた愛機で北支那一体の連

絡及び視察飛行の連続でした。

十月になり太源飛行場(標 高八〇〇m)へ行 くと、

只でさえ狭い滑走路中央に爆撃による大きな穴が

あり、そんな事は聞いてゐなかったとは後の祭 り、

覚悟を決めて高度計 Omに修正、エンジンを停止

して滑空、やっと大穴の手前で機体を止める事が

出来ほっとして辺 りを見回すと、何処からともな

く現れた武装 した間錫山(エ ンシヤクザン)軍の兵

士達に取 り囲まれ、降りる事 も出来ず唖然とする

のみでした。

優遇するから専属のパイロットになれ、暫 く太

原の街で羽を伸ばして良く考えろ、と言う事でや

っと話がつきました。

太原の街で軟禁され、機体は完全武装の歩哨に

日夜監視され、側にも寄れない有様、致 し方なく

四・五 。日を過ごしましたが、その待遇は天好

(最高)で した。

何 とかしなければと、半ばやけぎみに、飛行機

が一週間以内に帰らないと日・支・連合で爆撃に

来るはずと、まことしやかに話すと、大騒ぎにな

り、やっと放免される事になりました。

当日は天候不良で厚 く雲がたれこめて山すれす

れ、飛行を見合わせてゐたのですが、早 く飛べと

矢の催促、泣 く泣 く山をかすめて離陸しました。

見渡す限り山また山の連続、さらに雲が下が り、

す り鉢に閉じ込められ蓋をされた状態、祈る気持

ちで螺旋上昇で雲中突破を決行、悪戦苦闘の末ど

うにか雲上に出たときは冷汗びつしよりでした。

やっとの思いで斉南の戦隊に復帰すると、作製

中の復員名簿には×印で行方不明となってゐまし

た。

その後は、大 日本帝国にお勝ちになったので、



四階級特進され、初級練習機に少 しはお乗 りにな

ったかもしれない、日本語の全 く通 じない中国空

軍の張切 り将校さんを相手に、副操縦装置の無い、

シー トベル トすらも無い、双発軽爆撃機で、操縦

教官家業はかなり度胸がいりました。

こうして無事に復員出来たのは、ひとえに九九

式軽爆撃機の脚が至極頑丈に出来てゐて、一〇m
位のバウンドにも耐えて呉れた賜物と今 も信 じて

ゐます。

飛行第九〇戦隊から引継がれ巣立った、新鋭の

中国空軍の晴天白日のマークも鮮かな数十機の双

発軽爆撃機戦隊は、その後どんな活躍をしたので

しようか。 ?

戦後四十九年今は無き戦友の霊に祈 りつつ、主

に終戦から復員の間に私の体験を思い浮べて、こ

の文章を綴 りました。

(昭和19年専門部卒)

この頃、心に残る
小野先生

豊 浦 順 真

博多に居ついて25年程になるが、ここ10年位は

遊びに出ることもなし、郊外の山腹から市街を見

下 し海や空港を眺めて半日過 している。ウグイス

を聞きキジを追いかけタヌキやイノシシの子をか

らかっていると、世事難間に遭遇することもめっ

たにない。同期の鳥田一英などは、偶にやって来

ては一刻を楽しみやがて心洗われた風情で去って

行ったものです。

お話 しを少々。

l.他家のカミサン

その鳥田が、東京転勤と云うので佐賀の近藤甲

平が幹事となり斉藤良和と計 4名 で唐津市内で送

別会となった。

近藤は日本一と云われる『虹の松原』に住んで

いて、浜辺では手造 リプライマリーが飛んでいる

と云う別天地。実に良い男で、白魚のオ ドリ食い

に始まって天然魚貝の喰い放題。席を改めて明け

方迄飲みっぱなし。

奥 さんが落合のカミさんのように豪快な方で、

罵詈雑言を浴せてもケロリとしていらっしゃる。

踊 り出すと、デイスコ風の阿波踊 りをジャズダン

スのテンポに乗せたような『唐津踊 り』を披露 し

て下さる。それでもって奥様、割勘は駄目と突つ

ぱねて何 もかも近藤家のオゴリ。近藤は実に良い

男でボックスで眠り込んでいる。

翌朝と云っても昼近 くホテルで目覚めると、鳥

田、斉藤はフロントにメッセージの紙切一枚を残

して姿なしと云う非人情。それにひきかえ、近藤

家の奥様、後日電話 して今度は博多で飲 もうと誘

ったら『行 く、行 く』と親 しくおっしゃいました。

H.奈良の人

近鉄奈良駅で小雨。奈良の池は雨に打たれてい

る方が生きている。春日大社のとある拝殿前に件



んでいると、突然、細身の真白ジーンズ、髪の長

い人が隣に。ついつい横目で見てしまう次第。彼

女、大きな財布にガバと手を入れ、つかんだ小銭

のかたまりを肩の上まで振 り上げられた。エイヤ

ッとばかりに賽銭箱に投げつけられたので、湿つ

た空気の中にいい音が響いた。一円玉の跳る様は

ラメダイヤのようでありました。一瞬もおかず踵

を返 し石段を足早に降りると石灯籠の林の彼方へ

消えてゆかれた。柏手 も打たず一札 もなかった。

彼女の心中に何があったのかは知るべ くもないが、

実に鮮やかと云うかご立派であつた。

奈良はおだやかなようでいて、どこか凛とした

ところがある。やはり長女なのだと思う。キラキ

ラとした次女の京都をたしなめてくれる。『忘れ

ないように今でも 3～ 4年 に一度は訪れていま

す』と云う樺島紳一郎君(40年 )の 一言が嬉 しく耳

に残つている。

Ⅲ.奥様 といいかげんな男達。

奈良行きは現役のころ山上略太郎がボロ国道を

無免許で100キ ロ出してやる、と遮二無ニアクセ

ルを踏み込んで奈良女子大の樺島紳一郎君の家に

行ったのが最後だから30年ぶ りである。山上は開

通 したばかりの名神高速・栗東のあたりを無免許

で飛ばして追越 しの訓練をしていたから腕は確か

であった。それでも、小野先生の岳父町長選挙中

は自重 してか運転はしなかった。その替 りに小野

先生の奥様お手製の黒豆の煮汁をこれは旨いぞと

ポット丸々飲み干 してしまった。演説で日に日に

喉を痛められていたご尊父の為に、奥様がわざわ

ざ用意されていたものだけに『略太郎チヤン !』

とこっぴどく叱られていた。

佐藤忠昭は運転専任で選対幹部を乗せて活動 し

ていたが、狭い農道でUタ ーン不能となるや後を

振 り向きもせずフロントミラーだけを頼 りに猛ス

ピー ドで百メー トルもバ ックして来た。同乗の

人々、彼の挙動を怪 しみ結局のところ無免許がバ

レて乗務停止となった。

あお りを喰ったのは樺島君で以後、深夜迄運転

手としてこき使われ『豊浦さん、まだですか』と

云いながら車の中で朦朧としていた。私は選対本

部のベテランの内に加わり、あぐらをかいて訳知

り顔で学生部隊を指図していた。人を動かす天才

を自認 していた主務の鳥田をビラ貼 りに追い出し

た。そして私は、ビリー・ザ 。キッドを撃った名

保安官パット・ギャレットにちなんで トールマン

と云うニックネームで呼ばれることとなった。さ

らにその上、天手古舞で不眠不休状態の小野先生

が、何かにつけて豊浦君ありがとう風の事をおっ

しゃる。鳥田達はむくれるばかり。

窪田昌三が居てくれたら人徳と潔い身の処 し方

で治めて呉れたであろうが。相憎 く彼は合宿と学

連の方で大忙 し。当方は山上と二人で選対本部に

泊 り込んで陣中見舞の日本酒を片っ端から湯呑み

でグイグイ。当選確実の報が届 くや小野先生が私

を抱きじめて豊浦君、君のお陰げだ。鳥田達は呆

れ呆てていた。

とにかくめでたしと云うことで、先生が我々に

ご馳走 して下さることとなった。出掛けようとす

ると奥様が先生を呼び止められた。

ご尊父の顔写真入りのポスターが町中に貼られ

ており、それが雨風にうたれて路上に散 り始めて

いる。それを回収もせず打上げ会とは何事ですか

と。

誠にもって理にも情にも適った事ゆえ一同従う

べきところ、窪田昌三の居ない我が軍団、素直に

は動かない。空気を察して先生、逆に踏ん張られ



た。が理非逆転ならず先生一身にお叱 りを受けら

れる羽日となられた。それでも先生は『帰って来

てからやるから……』とかなんとかで、何やら小

学生とお母さんの状態。最後は聞えない振 りをし

てエイヤッと外に出て興戸から河原町丸太町へ。

車中、先生は『女と云う奴は……』と云って下さ

ったが我々としてはお慰めの言葉 も浮かばなかっ

た。斯 くの如 くいいかげんの中心に居た私は奥様

から一度もお叱 りを頂載 しなかった。それどころ

かその後、久美子ちゃん達とオグラに模型飛行機

を飛 しに行かせて下さつた。

もしも3年早 くて、三浦智介さんが居 られる頃

であったならばたちまち一掲されているような事

ばかり。

30年経って、先生の教授ご退任パーテイーの席

上、基金をお寄せ下さるについてのスピーチの一

節は私にとって胸熱いものであった。奥様 と並ば

れて先生は事もなげにおっしゃった。

「家内が『あなた、こうゆう時はこうなさるの

が一番良いのです』と云うものですから……J

(昭和39年法卒)

新宿通勤事情

鬼 頭 章 浩

東京のベッドタウン町田市から小円急線で新宿

まで約 1時間、もみ くちゃにされながら今年で10

年、これを計算すると、250日 /年 ×往復 2H×

10年 二5,000H/24H=約 200日 間電車の中にいた

ことになる。

つまり関東地方でマイホームを持つことの代償の

一つとして支払わねばならない平均的通勤時間で

ある。

朝の急行は、前の各停と数珠繋ぎとなって徐行、

停止を繰 り返 し、しばしばバンクで停止する。ボ

ールゲージが左に振 り切れて懸命に支える乗客の

中には、力尽きて前に座っている人の膝に倒れこ

んだりする。発進停止のGがかかるたび、足を動

かせないまま上体が大きく振 られる。従って、概

ね電車の中央部でやや膝を折って身を任せ、重量

重心を下げることがこつである。

先日、私の前に立っていた青年が突然座席の乗

客に倒れこんだ。身を任せた私のせいかと思った

が、よく見ると顔面蒼白で手を握 り締めけいれん

している。呼吸が止まっている。このとき座って

いた中年男性が彼を座席に寝かせて口から人工呼

吸を始めた。次の駅で臨時停車させよと車掌に叫

ぶ声や心配する声で車内は騒然とした雰囲気にな

った。

長い時間がたつて電車の扉が開いた。この時、

青年は意識を回復 し数人に抱えられながら駅員に

引き継がれた。彼は何が起きたか、誰が助けてく

れたかきっと解らぬまま、電車はまた動き出した。

車内は先程人工呼吸をした人の親切を見て、ほの

ぼのとした空気が流れた。

夜の終電車は、歌舞伎町のお店がはねて帰るス

ナックの中年ホステス、東南アジアの女性達、楽

器のケースを抱かえた青年、泥酔 した男、そして



接待疲れしたサラリーマンがいつも同じ車両に乗

り合わせる。その東南アジアの中の若い一人が、

ずっと以前からの知 り合いのように時々話 しかけ

てくる。いつになく酔った中年ホステスがマスタ

ーとうまくいっていないとからんでくる。電車は

アルコールの′自、で賑やかだが、アパー トが多い読

売ランドや狛江に来ると彼女達は殆ど降りてしま

う。町田に着 く頃にはしらふにかえり、また午前

様になってしまったことを反省しながら、サラリ

ーマン達はタクシー乗場で辛抱強 く並んでいる。

翌朝、寝不足で起 きられないサラリーマンは、

フレックスタイムが便利である。 しかし、10時頃

の電車には新宿のデパー トヘ出かける勇敢マダム

達で込み合い、疲れたサラリーマンがその間に身

を任せている。

(昭和43年経卒)

――新宿歌舞伎町

歌声喫茶はなやかなりし頃、新宿コマスタ

ジアム界わいを徘イ回したことがある。

好奇心半分、怖さ半分。薄暗い裏小路から

ヒョイと思いもかけぬ人影が現われて驚ろか

されたことを思いだす。

航空機整備について

花 井 敏 明

飛行機の整備に憧れて(株)ジ ヤムコに入社 して、

早 くも24年が経過 した次第です。(株)ジ ヤムコと

言つても御存 じない方が多いと思われますので、

最初に PRを 兼ねて(株)ジ ヤムコの概要をご紹介

したいと思います。本社は東京都三鷹市の調布飛

行場に所在 し、小中型航空機の整備からスター ト

し、現在は大型機整備、航空機用機器部品製造等

に進出しています。とくに大型航空機の内装品

(ギ ャレー、化粧室)製造においては、世界の トッ

プメーカーの一つとして各国の航空会社及びボー

イング社、ダグラス社等の機体製造メーカーから

絶大なる評価を頂いています。皆さんがご利用に

なる国内線・国際線旅客機のギャレー、化粧室に

はJAMCOの ネームが何処かにあるはずです。_

私の所属 している小型機整備部門は、数人から

十数人乗 りの小中型固定翼・回転翼航空機の整備

(修理・改造作業)を 実施 していますが、宮崎・仙

台・帯広の各空港にある事業所では、運輸省航空

大学校、海上保安庁、防衛庁等の官庁航空機の運

搬整備、重整備、及び修理・改造等の作業も実施

しています。さらに仙台事業所では、世界各地か

ら飛来する社用 。自家用ビジネス・ジェット機等

の飛行支援サービスも行つております。

私の最初の配属は本社調布整備工場であり、希

望通 り現場で飛行機の整備業務に携わることがで

きましたが、先輩の指導によリエンジン整備、機

体整備を実施 した飛行機を初めて地上試運転 した

とき、初めて試験飛行に同乗 したときの感動はい

までも忘れられません。当時はピス トン・エンジ

ン装備の機体が一般的で したが、現在はタービ

ン・エンジン装備の機体が多 くなり、装備も著 し

く近代化が進んでいます。特に、電子機器の進歩

には目をみはるものがあります。



現在、私は技術部で整備技術を担当しています

が、航空機の整備には、事前準備を含め非常に時

間と労力を要すると共に、飛行安全の確保に常に

気を使う毎日です。航空部時代は飛ぶことのみに

夢中で、整備についてはあまり考えたことがあり

ませんでしたが、つ くづ くその裏方の重要性を認

識 している一方、当社では昭和41年 にレシプロ単

発高翼機を製造 した実績もありますので、将来ま

た飛行機の製造ができることを夢見ているこの頃

です。

(昭和45年工卒)

―  イオラス(ASK‐ 13)復活 !― ――

翔友昨年号で事故報告しました通り、北海

道合宿中の滑走路逸脱により、右主翼を折損

したイオラスは、昨年 3月 3日 神戸港を出発

して、生れ故郷の西 ドイツに里帰りの上、入

院し、万全の治療を行って、10月 15日 、懐か

しい田辺格納庫に帰つて来ました。

修理工場では破損個所の修復だけでなく、

全塗装やり直しの完全オーバーホールを実施

してくれ、新機同様となり、その出来栄えに、

グライダーを愛するドイツ人のクラフトマン

シップを見る思いがしました。性能も少し良

くなり学生達は、『“スーパー"ASK 13』 と

呼んでいます。

傷も癒えて、同志社マークも一層鮮かに、

再び学生達を乗せて飛ぶイオラスが、いかに

もうれしそうに見えたのは、私の感傷でしよ

社会人15年

西 村 功  一

昭和54年卒業後、現在勤めているクリナップ株

式会社に入社致しました。

クリナップは当時、流 し台を主としたメーカー

であり、住宅産業の将来性を考え入社 した記憶が

あります。現在 もシステムキッチン中心に水廻 り

住設機器の製造販売を行ない、バブル崩壊後も住

宅業界の安定に支えられ、先ず先ずの業績で推移

しております。

入社後、本社、工場での研修を経て、同期が全

国へ配属 される中、東京の営業所の辞令を受け、

その後11年間東京で住設機器のルー ト販売営業を

行なっていました。入社時、関西方面の配属を希

望 してお り、東京配属に驚いていましたが、入社

式の自己紹介で同志社航空部で活動 していたと壇

上で話 したのを当時の首都圏営業責任者が聞いて

おられ、入社パーテイの場で「俺の下で働 くかJ

と声をかけられ、思わず「はいJと 返事をしたの

を思い出しました。後々に知ったことですが、そ

の方も昔、プライマリーに乗っておられ、思い付

きで私の東京配属が決まった様です。数年前常務

になられ営業職から離れられてますが、先日、私

も出席 していた営業会議終了後の酒の席で、なつ

かしそうに当時のグライダーの話をされてました。

平成 2年、浜松営業所所長の辞令を受け、入社

以来始めて東京以外の勤務地に赴任 し、現在に至

ってお ります。

東京と比べ、クリナップのシェアーの低い地域

であり、新任所長の気負いもあり、最初の 2年 は

実績も伴なわず、大変苦労 しました。又、当時と

しては異夕1の 若さで所長となった為、社内からの

注目度 も高 く、業績が上がらない事が大きなプレ

ッシャーになっておりました。営業所 も古い貸事

業所で社員の士気も上がらずの状態で、これではうか……。 (SK)



成績も上がらないと、支店、本社に交渉し、浜松

市内に、建貸 し用240坪 の土地をみつけ、シヨー

ルーム併設の新事務所 を開設 しました。販売店、

建築業者約300名 のお客様を招 きシヨールームオ

ープン式を行ない、終了後、入社以来最高の充実

感を覚えたことを昨日の様に思い出します。

その後、浜松営業所の業績の方はと言いますと、

開設の際、稟議書で計画 した様に都合良く行 くは

ずも無 く、毎月達成、未達を繰 り返 しております.

ただ、所員も増え、営業所 も以前より明るく賑や

かになり、今後に期待出来る状態になりつつあり

ます。

今は、12名 の営業所、シヨールームの社員を育

てることが、私の一番の仕事であり、業績拡大の

最良の道と考え、日々仕事に励んでおります。

末尾になりましたが、現役航空部員の皆様の今

後増々のご活躍と翔友会員皆様のご健勝をお祈 り

申し上げます。又、翔友編集委員の皆様には、今

回の寄稿大幅に期限遅れましたことをおわび申し

上げます。

(昭和54年法卒)

―― 機上の トイレ

化粧室の設備のある大型旅客機にはじめて

搭乗したとき、最初に頭に浮んだのはあと始

末はどうなってんの ?と 云うことだった。

それは昔の鉄道のような所謂タレ流し方式

なら大変だナーといういらぬ′し、配が先に立っ

た。そして大 してもようしてもいないのに、

トイレに立って、あたりを見廻し、あげくの

はでに案外狭いことを確認すると変に安′しヽし

て座席に戻つたものだ。

旅行社勤務、はや14年

真  部 朋 仁

翔友会の皆様には、すつかり御無沙汰しており

ます。小生、卒業後 2年程はよく合宿にも練習許

可証を持って、訓練生として参加 し、OBに なっ

てからも単独飛行回数をのばした変な OBで した。

その後はランウェイに足を運ぶこともなくなり、

又各行事への丁寧なお誘いの手紙を送つてくださ

る翔友会及び現役の方には申しわけない限りです。

さて、私が卒業後勤務 してお りますのは、『郵

船航空サービス帥』という旅行業と航空貨物業を

並営 している会社ですが、両業界人には知らない

人はいないが、一般の方には御存知の人はいない

という会社であります。国際航空貨物の方は業界

3位、海外旅行の方は10位前後の売上げをしてお

ります。私は、旅行業部門につ とめてお ります。

職種 としましては JTBと か日本旅行 と同じです

が、私がおもにしてお りますのは “インデイビ"

と業界で言われている、会社の仕事で海外出張を

する方の渡航手続きです。このインデイビ部門が

大きいために一般の方にはあまり知られていない

のが実情です。

それでも、添乗回数は海外は20回程、大阪を中

心とした 1泊の旅行 も20回 ほどは、経験 しており

ます。添乗勤務と言えば、いろいろなエピソー ド

が付 き物ですが、一つご紹介いたします。 7年 ぐ

らい前だと思いますが、当社の “スイスアルプス

ハイキングツアー"(こ の旅行には、三浦前顧問

ご夫妻 もお申込み頂いたことがあ ります。)の 添

乗をしたときのことですが、あるカップルが「私

たち、ユングフラウの山の上で結婚式を挙げたい

んです。Jと 突然言い出 したことがあ りました。

その時は、山上でスイスの山に向かつて愛の誓い

をし、その夜にホテルで急遠、ほかのツアーのお

客様 と披露パーテイーをしました。そのカップル



とは、長 く年賀状のや りとりは続いておりまして

楽しい経験でありました。

というわけですので、翔友会の皆様で旅行をお

考えの方は、ぜひご連絡 ください。私の自慢は、

海夕ヽへ赴任される方の複雑ビザの手続きから、 1

泊 2日 の社員旅行まで守備範囲の広さであります。

また、皆様 にお会いする機会があ りましたら、

この紙面にはご紹介できないような旅のエピソー

ドもお話 したいと思います。

(昭和55年 文卒)

機長へのメッセージ ーーーー    ーーー

沖縄へ旅行したときのこと。搭乗機の機長

サンに手紙を書いてチーフ・パーサーに頼ん

だら、折返し機長とC/Pのサイン入りの絵葉

書が戻ってきた。

「搭乗ありがとうございます。

機長にメッセージありがとうございまし

たの良いご旅行をお続け下さい。

唯今 高度 35∞0フ イート

ボーイング747SR

(528名乗)」
とあった。

この頃考える事

光 安 恒  貴

原稿を依頼されて数えてみると、早いもので卒

業から10年以上も過ぎています。あの頃の思い出

は、ほとんど航空部に関する物ばかりですが、実

際、本業の学生としての生活より、学校を越えた

航空部の活動が、生活のほとんどを占めていた気

が します。

さて現在は、グライダーは一時休上の状態にあ

りますが、本業以夕れこのめり込む性分は何 ともし

難 く、同じ太陽エネルギーで動 く「ソーラーボー

トJで遊ぶ日々を送っています。ソーラーボー ト

は、太陽電池を動力源とするボー トで、年に 1～

2回 のレースに向けて、各チームが設計、製作を

行う正に「省エネオタクJの ためのおもちゃです。

ところで、この様な太陽エネルギーだけのおも

ちゃを手に入れてしまうと、どうも気になってし

まうのが、グライダーの発航システムの理不尽さ

です。ウインチにしろ、パイパーにしろ、離陸の

ためのエネルギーを、化石燃料に頼つていながら、

上昇気流だけで大空を飛び続ける等と言ってしま

うのは、不正献金で築かれたクリーン政権と同じ

ではないのか。いつの日か、環境団体や朝日新聞

から非難をあびるのではないか……と気になって

仕方がありません。そこで、グライダーの将来の

ために考えたのが、太陽電池 とモータからなる

「ソーラーウインチJで す。計算すると、400kg

のグライダーを 400mま で持ち上げるエネルギー

は400× 9.8× 400=1568芍

400mま で上昇する間、L/D=10で 1200m飛 ん

だとすれば、その間のロスは、

400× 1/10× 98× 1200=470芍

上昇に要する全エネルギは1568+470=2038kJ

上昇時間を30秒 とすれば、平均モータパワーは、

20381130==68kw



次に 5分に 1回 2038芍 の仕事をするための(必

要電力量は2038÷ (60× 5)=6 8kw

システムの全効率を60%と すると、必要発電量

は68÷ 06=11 3kw

グライダーは、雨の時や、夜は飛ばないので、

1ピ当 りの発電量が 70w期待できるとすれば必要

な太陽電池面積はH300÷ 70=161ざ

技術的には、10m× 16mの 太陽電池と、バッテ

リー、そして、75kw程度のモータがあれば本当

に実現できそうです。あとはお金ですが、宮地君

のベンツを売れば何とかなるレベルです。グライ

ダーの将来のために、どなたか御一緒にや りませ

んか ?

(昭和56年 工卒)

―― アイデア発電

昔アイデア教官Mサ ンが居て、冬の寒い大

空を長時間飛ぶのは大変だから何か暖を取る

いい方法はないかと考え(当 時のグライダーは

風防がなく、吹きさらっしだった)バ ッテリー

を積むと重いので、自転車のライト用発電器

にプロペラをつけ、タイヤで廻す代 りに風圧

で回転させ、その発電で暖がとれないかと学

生とアレコレやってみた。

結果は勿論いわずもがな……。

京都から山ロヘ

塩  田 孟 四郎

掲題のタイ トルを頂いた。正確に書 くと、京都

→東京→千葉→山口である。ずい分転々としたが

今居る会社は 2ツ ロである。どちらもコンピュー

タ関係である。職種 としては、プログラマー、

SE、 営業と経験 した。今は営業である。

十八迄山口県に居て、今又山口県に居る。京都、

東京を経て帰ってみておどろいたのは地価の安さ

である。首都圏では家を持とうと思ったことのな

い私が、こちらへ帰って半年 もしたら、家が買え

てしまった。もちろん、二十五年ローンではある

が。

自分ではまだ十八才くらいのつもりでいるのだ

が今や三十二才。結婚 して、二人の子供がいる。

しっかりしなければいけないなといまだに思う、

三十二才である。

田舎に住むメリットということを考えてみると、

やはり、豊富な自然と、近い実家というところだ

ろうか。私の実家も妻の実家も農家なので、米、

野菜には不自由しない。二才の長男も実家に帰る

と田畑でのびのび遊んでいる。しかし、両親共高

齢になってきたのでそろそろ私が農作業をしなけ

ればならなくなってきたというところもある。こ

れは、なかなかしんどいぞ。まあ、体をこわさな

い程度にがんばりましょう。都会の暮らしに疲れ

た方は、一度農作業しに来て頂 くと良いかもしれ

ない。明日から又、都会で頑張ろうという人と、

田舎暮らしも良いなあという人に分かれると思う。

が、やはり今自分が居る場所で、それぞれ生きて

いくしかない。皆さん、精一杯生きていきましょ

う。

(昭和59年法卒)



信 組合の日々

大 山 浩 司

『翔友』の原稿依頼が送られてきた。しかも依

頼された原題が「信用組合の日々」。しばらく作

文とは縁の無かった私にとって、どの様に書いた

ら良いのかなかなか考えがまとまらず思案した結

果、翔友の皆様に私を知って頂くため自己紹介を

させて頂きます。

私は工学部機械工学科卒で、航空部入部の動機

はオリエンテーションの時にチヤペルの前に展示

してあったグライダーを見たのがきっかけでした。

本当は中学・高校とテニスをしていたので「お気

楽テニスサークルJか、もしあれば「ハンググラ

イダーサークルJに入ろうと思っていたのですが、

気が付けば体育会航空部に入部していました。

しかし、大学 2年 に同立戦の 2部競技に出場の

翌週、香里の格納庫からの帰りに交通事故に遭っ

てからは在籍だけの部員となり、航空部としての

記憶は 1、 2年 の下つ端の記憶 しかありません。

でも、そのことで技量や記録の壁にぶち当たって

苦しむこともなく、『飛ぶたびに技量が向上して

いく』という楽しい思い出のみという自己満足に

浸れる状況にいられる事となりました。もちろん

技量や記録の “壁"に ぶち当りたかったのはやま

やまですが・……

さて、考えがまとまるまでの時間稼ぎと字数稼

ぎはここまでとして、原題に戻します。

現在私は滋賀県信用組合という所で働いていま

す。信用組合とはどういうものか。ご存じでない

方も居られるのではないかと思いますが、一言で

言えば金融機関です。所轄官庁が銀行は大蔵省な

のに対して、信用組合は都道府県知事なので活動

エリアは県内だけですが、仕事内容はほぼ同じで

あり、エリアが小さい分人事移動が発令されても

県内で済むので助かります。その中で現在私は企

36

画部経営企画課兼システム開発課に所属しており、

経営分析、システム構築等の仕事をしています。

と書けばかっこいいのですが、簡単に言えば、毎

日もっぱら数字や端末の画面とにらめっこして、

コボル言語でプログラムを作成しています。今の

部署に移って 3年半、このような状況ですので、

お客様と対応する外交マンや窓回の女の子と違い

どうしても「お籠り状態Jになりがちです。そこ

で何かと理由を付けては「飲み会だ。カラオケだ。

ボーリングだ。Jと 騒いでいて、たまに渋 く、静

かにしていると「どうした。病気か ?」 と言われ

困っています。ですから、天気の良い日に窓から

真っ青な青空が見えると、つい、「空を飛びたい

なあJと 思ってしまう今日この頃です。

取り留めもない文章をだらだらと書いてしまい

ましたが、勤めて 6年 も経つとつくづく良い経験

をしたもんだと思います。学生の立場でもう一度

飛んでみたい。出来ることなら『あの日に帰りた

い』。

(昭和61年工卒)



た

滋賀の毎日
で も まには

島 崎 洋 彰

月日が流れるのは本当に早いもので、私が同志

社大学航空部を卒業 して既に 8年が過 ぎました。

今は滋賀県にある某機械メーカーでスクラップ処

理機械の設計業務をしてお ります。大学を卒業 し

てこの会社に就職 してからも、 2年 間程中部航空

連盟の岐阜支部で飛んでお りましたが、不況の昨

今とはいえ仕事が ltし くなり、とうとう自家用ラ

イセンスを取得する事 もなく中断しました。時々、

会社の工場にある風呂からの帰 り道で、ちようど

工場の真上を走っているエアウェイを飛ぶ旅客機

の航空燈火のまたたきを見上げ、「またグライダ

ーで空を飛ぶ日が来ればいいなあ.Jな どと思い

を馳せることもあります。しかし、グライダーは

しだいに私の頭から離れがちなものになって行き

ました。他の OBの方達ともしばらく御無沙汰し

ており、わずかに同期のメンバーだけで年一回ぐ

らいは京都や大阪で飲むことがある程度です。

そんな日々を過ごしていた私は、久しぶりに木

曽川へ同志社合宿を見に行こうということになり

ました。窪田前監督の御苦労さん会に出席 した時

に、(と ても久しぶ りでした)「来々週は木曽川で

同志社合宿ですよ。Jと 、森川新コーチに教えて

もらい、なら行って見ようということになり、同

期の大山君と行って来ました。

名神羽島のインターチェンジを降 り、現役時代

に比べて少 し建物が増えた道路を一路南下すると

木曽川宿舎がある。格納庫のシャッターは開いて

いたが、何の機体も納められていない。そのまま

ランウェイに向う。 1年の時には毎朝ランニング

をした土手を行 くと、グライダーが群れ集うラン

ウェイ。第三者が見て絵になるかどうか知らない

が、私はやっぱりこの風景と雰囲気が好 きです。

そして最後に一発 フライ トさせて頂 きました。

現役学生の貴重な一発を飛ばせてもらい何か悪い

なあと思いながらも、やっぱり空を飛ぶのはいい

なあと内心喜んでしまいました。ASK13の コッ

クピットから降り立った私はおそらく自分でも気

づかない内にニコニコ顔になっていたはずです。

帰りの車の中では思わずイメージフライトをして

しまう程に感激してしまいました。学生のみなさ

んどうもありがとう。

(昭和61年工卒)

―― 滋賀名物、手こぎ舟 ――
 

―
 ―――

“宇宙時代に日本で一番おそい乗物"を キ

ャッチフレーズに最近滋賀名物として売り出

している手こぎ舟による近江八幡の水郷めぐ

りは、「よし」に囲まれた狭い水路を全長 3

メー トル程の和舟で “ナマズ堀"“蛇穴堀 "

“電キ堀"“嫁入り水道"な どと2時 間ほどか

けてひと廻りしてくれる。

くれたパンフレットによると400年 程前、

近江八幡を開町した豊巨秀次公が官中の優雅

な舟遊びを真似たことに端を発したと伝えて

いる。



航空部を卒業 してから
一年が過ぎて

北 岡 淳 児

「進入 !… 、こら～ 1翼端取り出んか～ !Jと 、

どんなに大きな声を出しても決して民家にまで聞

こえるわけのない広大な空港で、 1ソ ルジャーと

して走 り始めたのが今から5年 も前の 5月 13日 。

2冊 目に入ってからめっきりとベースがダウンし

て最後のページが未だ鉛筆書きで「H55/1ふ
くい」と綴られたままのログブックの隣に、薄汚

れた 1冊 目の姿があった。今思うと結構マメに当

時の事件を記録してきたために、その 1つ 1つ の

合宿の場面が鮮明に日の前に現われてくる。

この 1冊で 3年 と6カ 月、63合宿の経験がよみ

がえる。改めて、よく途中で諦めへんかったなあ、

と自分でも感心してしまう。とても操縦がうまか

ったとは思えない記録ばかりだからだ。特に同志

社大学主催のときは顕著である。やはり、自己顕

示欲からくる、過度の緊張からなのか。きっと今

でも、「北岡Jと いって分かる方は少ないと思う。

社会に出てから、自己を振 り返る機会がしばしば

あるのだが、そこでいつも人当たりは良いのだが

あまり印象に残らないと分析される。いかに自分

が平几なのだろうと感じさせられるわけで、それ

が航空部人生を物語っているように思えた。だか

ら、フライトのことになると常に平凡に引き下が

つて、「北岡Jの名を馳せることができなかった

とみている。

なんか辛くて、暗～い航空部 4年 間だったかの

ような話になってしまったが、何とも皮肉なこと

にメインのフライトを除けば、こんないい思い出

はないと振 り返る。それにしてもウインチマンで

あったことで、多くの大学の横のつながりを増や

せたことの意味は大きかったと思う。多分、だれ

もが「こんなええ奴に知り合えたのもこのクラブ

のお陰や、やっぱ同期は大事にせんとな～。Jと
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いったことをこの翔友にも書いてきたのだろう。

このことばかりは、私も否定したくても否定でき

ないのが現状だ。そんなこんなで、卒業と同時に

東海関西支部所属の同期のみんなに呼び掛けて、

「平五会」なる同窓会みたいな会を結成 して、指

揮をとっているわけだが、傍からみればほとんど

趣味の領域のように楽しくやっている。そんな中

で、現役を退いてしまえばそれぞれの利害関係 も

無 くなり、本音で航空部時代を振 り返ることがで

き、そこから新事実が発覚したりして結構盛 り上

がっている。とにかく色々な相談を真剣に持ちか

けられるのも航空部の友人だけだとつ くづ く感 じ

られる今日この頃だ。

さて、私は INAXに就職 してはや 2年 目、キヤ

ピキヤピした昭和50年生まれの若い子たちとジェ

ネレーションギャップを感じながら、ようやく先

輩面ができるようになってきた。ところで、皆さ

んは INAXと いう会社を知っているであろうか。

トイレといって嫌なイメージを持たれる方は一度

お近 くのショールームにでも行つて、現在の トイ

レの躍進ぶ りを見ていただきたい。最近はテレビ

ドラマでも結構協力 していたりするので、見かけ

たらINAXの ことだなと思う反面、北岡でも思い

出してはしい。とりあえずは宣伝まで。

(平成 5年工卒)



卒業一年経って

渡 辺 俊 和

なんとまあ早いもので、大学・航空部を卒業し  に出会うとなると、これは、なかなかよろしいも

てから、もう九一年が過ぎてしまったもので、さ  ので、日頃の忙しさというようなものも結構忘れ

らに思えば大学時代の四年間というものも一瞬で  られるもので、同期のみんなには感謝ものであり

過ぎ去ってしまったような気がするわけで、時の  ます。

早さをひしひしと感 じてしまうわけで… …と、まあ卒業後一年経った気分 というのは、

今現在の現役部員を見ていても奇妙に感じてし  こんなものでありまして、なにかえらく歳をとっ

まうもので、自分が四年生のときの一年生が三年  たようなものになってしまったもので、これには

生となり、クラブの中心として活躍しているのが、  自分でも唖然となってしまうものがあります。

なんとも不思議な気をおこすこすものでありまし  (思 いつくままに書いたダラダラ文を最後まで読

て、それはそれだけ時間が流れ、歳月が流れてい  んでいただき有難うございました。)

るものだと示すものであるわけで、現役部員全員

を知らなくなるのも時間の問題なわけで、そう思

うと、それは少々、寂 しいものがあるわけで…

そんなわけで現役部員のみなさんには残りの学生

時間を目一杯頑張つてください。

さて、私のこととなりますが、社会人となり何

が学生のころと違うかということですが、朝早く

起きねばならないということで、これは普通のこ

とではありますが、私には高校時代以来というこ

とになりまして、画期的なことと言えるわけで、

大学時代の毎日日曜日のような生活を考えると、

そのギャップは激しいわけで、今では生活リズム

はなるべく崩さないようにしているわけです。

(平成 5年法卒)

― ピカピカの1年生

その他に社会人として一年たったわけで、私自     70歳 代の超 OBの現役時代、フレッシュマ

身どれだけ変わったかということですが、はてさ     ンのシンボルは布製の飛行帽、それが単独飛

てどうだかなというところでして、ただ学生のこ     冤魯歌泉13を債,T行磋拝籠:Fb送嘗彙
ろと違い時間がない、 というのがキツイところで    でゥロゥロしてぃる奴の布製の飛行帽の差は

,た。ありまして時間は大切にし始めたかなというとこ    大きかつ

50歳代のセミO Bの 時代はウインチ班か、
ろです。

同期のみんなも、それぞれに忙 しそうなわけで、  fこ :こ [[禁

`｀

EξθttF｀

布力波 かの差

なかなか社会人をしているわけですが、そんなみ     ぃづれにしても1つ ランクが上った時の、

んなと話 しをするときには、気分的には学生のと    ピカピカの 1年生は人いに張り切ってもらい

きと同じわけで、特に合宿などを見に行つたとき  __4い 望
だ。

小学 1年生のシンボルはランドセルと相場

のきまったもの。



社会人になっても…

浅 井 健

女「仕事は何をしているの?J     ´

私「僕はトヨタ車体の製品企画室で開発中の車

の原価企画をしてるんだ。車の開発の流れの中で

原価を把握し、原価低減と利益率の向上が僕の仕

事さ。J

女「エー企画なんて格好いいじやん。ところで

スポーツは何かするの ?」

私「スポーツというかどうかわからないけど学

生の時はグライダーに乗っていて大空を飛びまわ

っていたんだ。一応グライダーの操縦免許を持っ

ているんだぜJと 言いながら私はライセンスを見

せる。(ラ イセンスの常時携帯はライセンサーの

常識です !)

女「空を飛ぶなんてスゴーイ」

そうだ。僕は学生時代も今も見かけは格好いい

ことをしているのだ。グライダーが格好いいかど

うかなんてことは言うまでもないので僕の仕事の

ことを書こう。

車には 1万点近くの部品があると言われる。そ

の部品のコストを管理し、 1円、いや50銭でもコ

ストを下げるため各部署やメーカーと調整を取り、

安くて良いものをつくる為に駆けずり回るのが僕

の仕事だ。毎日数字とにらめっこだ。しかも仕事

の相手はジジイ、いや年配の部課長殿ばかり。お

まけに自分の職場もそういう方ばかり。学連委員

長をしていたから調整なんかは得意だろうと思う

人もいるだろうがそれは甘い。K氏やT氏以上の

強者など会社にはごろごろいる。一時期は本当に

気が減入つて、俺には向いてないと思つてため息

をついたものだ。

社会人になって今までの自分から変わりたいと

思った。でも人間そんな簡単に変われるものじゃ

ない。努力はしてみた。外に目を向ける努力を。
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しかし大 した成果はない。そうこうしているうち

に「やっぱ身近で妥協 しようかな―Jな んて危険

なことも考えたりもしたりする。自分の性格もそ

う簡単 には変わ らない。で も努力は している。

「八方君Jに なる努力を。社会人にとって八方は

不可欠だ。

社会人になって変わったこと。ちょっとだけリ

ッチマンになった。原チヤリが車になった。今年

の夏には新車購入予定だ。合宿時のみ天気を気に

していたのが土日の天気を気にするのに変わった。

他には…う―ん思い当たらん。

社会人になっても変わりたくないものだってあ

る。それは友情だ。「あすなろ白書Jが昨年末ヒ

ットしたが、僕 にとってのあすなろ会は平五会

(平成五年学連卒業生友の会)で あ り、一年経った

今でもこの世界で知 り合った人々は僕の大事な財

産だ。

今思うと学生時代だつて不満がなかったわけじ

ゃない。少 しのいいことが本当に楽 しいから多く

の嫌なことが我慢できたのだ。今仕事をしていて

ほんの少しだけどいいこともある。これからいい

ことが少 しでも増えていくよう精進 しよう。大学

には 4年 しかいないけど会社には30年以上いるの

だから…。

(平成 5年法卒)


