
旧友への鎮魂歌

佐々木哲君を偲んで

窪田編集委員長か ら、「翔友10号」の原稿執筆

の依頼を受け、題名が、 1日 友への鎮魂歌 (佐 々木

幹事長を偲んで)と なっていたのを見て、佐々木

哲君の逝去を知 り、一瞬愕然「あの哲ちゃんが逝

った」目の前が真っ暗になった、又 1人友人が減

ってしまった、淋 しい。

君に捧げる追悼句は、

西方へ 泉通の旅立ち 君悼む

私 と佐々木君との、航空部でのお付合は、私が

法学部の学生で、君はまだ予科生、私は、市川文

男君と一緒にグライダーの滑空班、君は、岡山巌

君と共に、赤 トンボの操縦班、従って、訓練場所

も、私達が、木津川河川敷の玉水滑空場に対 し、

君達は、伊丹飛行場 (現大阪空港)と 、違って居た

ので、お互いに顔を合わすのは、航空部の会合の

席か、時たま、私が、岡山巌君を伊丹飛行場に訪

ねた時位のものであった。然 し、今はっきりと私

の脳裏に残る君の姿は、昭和20年 8月 終戦も間近

いある日、新潟飛行場で、数人の君達学生航空連

盟出身の戦友達の中に君の姿を見付け、君も私に

気付き、声を掛け合った時だった。同じ飛行場に

勤務 していても、君達搭乗員 と、私達地上勤務者

とでは、当時待遇が、月とスッポン程も違ってい

ソヒ。

立早坦薩

そ して君達の事を想い、昨年春、音を偲び、「天

駈ける青春」と題する次の歌を作 り、曲を付けた。

1、 青空見給え  瞳をあげて

緑の大空   夢の国

空は僕等の  青春の園

それ行け大空 まっしぐら

翼を連ねて  飛ぶ

青春飛行の  僕等は行 くよ

2、 翼を連ねて  無限の空を

駈ける僕等は 航空部

学園生活   かける夢

それ行け大空 まっしぐら

無限の世界を めざし

青春飛行の  僕等は行 くよ

これを、カセットテープにとり、君に送るつも

りでいた処、昨年夏、私は妻を亡 くし、 1人暮 し

になり、その後、日本基督教団我孫子教会の求道

者生活に入 り、昨年12月 25日 の、クリスマス祝 日

に洗礼を受け、クリスチヤンの信仰生活に入 り、

今年を迎えた処、す ぐ阪神大震災とい う未曽有の

大災害が発生 し、先日、翔友会に義援金を送った

ばか りなのに、今又君の言卜報に接 し、この歌が、

佐々木哲君を偲んでの、鎮魂歌 となるとは思いも

掛けなかった悲しい出来事であった。

君の内務班にあっても、私達の方にない、甘味   明るい屈託のない、あなたに聞いてほしかった

品を、貰いに行ったことを思い出す。それも、 1  この歌、その想いもむなしく、今は君に捧げる追

度か、 2度、す ぐ終戦となり、私は、東京の原隊  悼歌となったことを、私は心から悲 しく、淋 しく

に復帰し、君と別れ、その後、私達は、関東 と関  思います。

西に離れての生活、お互いに対面することもなく、  あなたの、永遠の旅路の平安を祈 り乍 ら、′しヽか

唯、翔友会の関係で、電話や文通でのお付合に終  ら、あなたの、ご冥福を、お祈 り申し上げます。

ってしまった。いつも、「翔友」を見るたびに、                   鯛和18年卒)

昔が懐か しく想い出され、岡山巌君や市川文男君、



顧問・佐々木 哲さん
を思 う

同志社新聞局 OB大 西 建 吉

同志社学生新聞は昭和21年 9月 1日 発刊されたっ

1面の トップ記事は「学業と生活の両立は困難J

とい うテーマの座談会である。出席者は、田畑忍

大学長、有賀鉄太郎教授、恒藤恭教授のほか学生

数名である。場所は下鴨高木町の佐々木さんのお

宅の座敷、 (夏 の暑い日であった。)司 会は佐々木

さん、先生方をお迎えして緊張 した部屋のふんい

きを独特の人なつっこい笑顔 と口調で柔らげ進行

した光景が瞼に浮ぶ、49年前のことである。

平成 4年 3月 、京都パレスサイ ドホテルで昭和

28年以降卒業の局友が集った。その席上「同志社

学生新聞局友会Jの設立が提案され、準備期間を

経て平成 5年 5月 正式に発足 した。佐々木さんは

(富 田隆三君 らとともに)清友会 輪J業期の局友の

会)代 表 としてグス ト(と して平成 4年の会合に)

出席、それ以後、創干150周 年記念事業に深 くかか

わるようになった。

佐々木さんは航空部 OB会 の組織の確立、航

空部50周年記念行事の推進に多大の貢献をされた

と聞いている。新聞局の50周年記念事業について

は、この体験をふまえ、実行委員会においては積

極的に発言、企画、推進についてきびしさを感 じ

させることもしばしばあった。

去年の夏、佐々木さんを含めた局友 3人で 1夕

を過ごした。佐々木さんは (多木さんと)局友会だ

より第 1号を見ながら、記念事業について語って

いた。佐々木さんの言葉のはしばしに、記念事業

について言 うべきことは言いつ くした、今後のこ

とは局友の皆さんにお願いするとい う感 じが うか

がわれたことが妙に自J象 として残っている。

佐々木さんとの交わ りは昭和16年 4月 、予科入

学以来50数年に及ぶ、ふだんの会話は軽妙にして

しゃだつ、心を許 した友であった。
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追憶の想い

佐々木哲さんの思い出

橋 本 元 雄

佐々木哲さんは、昭和16年 4月 大学予科入学、

航空部に入部された。同年12月 、本来であれば翌

17年 3月 卒業である学生は昭和16年 12月 に繰上げ

卒業式が挙行され、同時に航空部でも創部者であ

る牧野伊兵衛、竹内、西田、中村 (以 ヒヽ4氏はい

ずれも故人)村上、橋本等 6人 の送別会が実施さ

れて私はその後、昭和17年 2月 現役兵 として入営、

陸軍自動車学校での教育の後、見習士官となって、

11月 大阪に帰って来た際、休 日に大阪第 2飛行場

(現在の伊丹空港)を訪れました。当時はターミナ

ルビルも無 く、北摂の山並みがはっきりと見えて

いました。翌昭和18年 2月 、私は中支那野戦自動

車廠本廠 (中 国、上海)に転属になり、終戦の翌年、

昭和21年 4月 に復員 しましたが、その間、佐々木

さんとはお会いする機会はありませんでした。昭

和49年 (1974年 )食糧庁を退職した私は、株式会社

大阪砂糖会館に勤務 し、約10年経過 したある日、

三浦智介さんが尋ねて来られ創部50年 の話があっ

たこと等想い出されます。具体的な準備もなく、

ただ最初は集まる程度の準備で、私の学生時代の

アルバム等を持って行き、尾田さんと大阪砂糖会

館の 2階の会議室に会合準備をしたことが思い出

されます。昭和59年 3月 4日 (日 曜日)第 1回 の会

合を開催 したのが同志社航空部50周年準備委員会

の始まりでした。 2～ 3回会合の後、佐々木さん

が議事録をとり纏めて呉れるようになり、議事録

や記録、提出書類の作成は記念事業開催される前

まで、ワープロで作成 したことを想い出します。

温厚な人柄 と、計画的な業務遂行、円滑な運営

には、周到な準備 と、連絡、配意には敬服する処

ですЭ

同志社航空の活躍こそ、彼の霊に報いる為の一

つかと思います。謹んでご冥福をお祈 りします。


