
部 長 短 イ

本年度 (平成14年 3月 )を もって同志社大学航

空部部長を退任させていただきます。小野先生の

後を継ぎ部長に就任 し、7年前より学生航空連盟

の関西支部長の重責を担ってまいりました。その

間学連には支部運営委員会が組織され構造改革を

実行いたしました。従来それぞれ独立に存在した

諸委員会を総括 した支部運営委員会を設け、各委

員会が有機的に機能するよう改革されました。最

近全国的傾向として、各大学の悩みは部員の減少

といつた問題です。東海・関西支部でも単独合宿

の不可能な大学が増え、複数大学による合同合宿

が多 く組まれています。学連の構造改革がどのよ

うに実ってくるか、これからが正念場といったと

ころです。当然のことながら各大学の航空部あっ

ての学連であることを常に忘れてはならないこと

です。

本学もこの数年間 1～ 5名 /毎年の入部者を迎

えているといった状況です。特に 4月 のオリエン

テーションの時期には、諸先輩の皆様方のご支援

とご協力によって活発に入部勧誘の活動を続けて

います。学生諸君が魅力を感 じてくれるようなク

ラブとはどうあるべきか、いろいろと施策を練っ

てはみたものの充分実現をみることができません

でした。

学生時代の想い出として残るクラブとして、ま

たクラブでの活動が卒業後の人生に役立って欲し

いものです。社会は人と人、人による組織より成

り立っていますが、学生時代に多 くの人々とのふ

れ合いは人生の上で貴重な財産です。人と人との

繋が りを大切にといったクラブの存在感をアッピ

ールしたいものです。

現代学生気質について気付いたことがありま

す。自分の生き方をかたくなに通そうとする学生
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が増えてきました。それらの学生達にとっては自

分の思うこと生き方を他人がどのように感じてい

るかまったく意識の中にはありません。そこには

辛抱といった言葉はありません。思うがままに生

き社会組織、集団の中で協調した生活ができませ

ん。それらの中で遊離しても何ら気にとめないと

いつた学生が増加 しています。規律・規範の見直

しをせまられる世の中になるのでしょうか。ここ

にきて大学の体育会系のクラブの運営の困難さを

感じています。

最近の学連の状況について報告いたします。新

しい滑空場が岐阜県揖斐川の河川敷に大野滑空場

として開設され本格的に訓練に使用されていま

す。運営にあたっては大野グライダークラブの

方々が中心となって開設後の諸問題にあたってい

ます。滑空場の整備、運用には草刈 り、土入れと

いつた労力、経費を伴う問題が次から次と生 じ、

一歩一歩着実に整った滑空場へと歩んでいます。

OB、 OGの皆様の空への夢をかなえてくれる滑空

場でもあります。現在は 3つ の滑空場が訓練に使

用されていますが、有機的に機能させるための方

策の早急な確立が望まれます。平成14年度には東

海・関西の競技会を木曾川で計画しています。

平成13年度から福井空港ではモーターグライダ

ー曳航による訓練を始めました。安全の問題等を

検討するため 1年間準備期間を設け実施いたしま

した。多くの先輩の皆様のご協力を得て運用でき、

訓練も充実したものになります。

僅かの期間でしたが多 くの卒業生はじめ関係者

の皆々様方に感謝いたします。最後になりました

が翔友会の皆様のご健勝と会の益々のご発展をお

祈 りいたします。
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監督短信

退任 にあたつて

平成 5年以来、前任の窪田さんの跡を継ぎ、航

空部の監督を務めてまいりましたが、この春坂口

部長先生のご退任に合わせまして、私も退任させ

ていただく運びとなりました。任期中はほんとう

に多くの皆様から、ご支援ご協力を賜 り、感謝の

念に耐えません。あたたかい励ましのお言葉の一

つ一つに、どれだけ勇気づけられたことかわかり

ません。しかしながら一方で戦績は、全国大会で

も最高位 4位にとどまり、部員数の減少には歯止

めを掛ける事もできず、無念ながら、OB諸兄の

ご期待に応えられる成果があげられなかったこと

に対して、深 くお詫び申し上げます。先生のご退

任と同時と云うことで、現役部員のみならず、関

係各位に少なからずご迷惑をおかけすることと危

惧も致しましたが、現在の部の開塞感を打破する

には、このさい心機一転、同時に退 くことが次の

担い手に、思う存分活躍の場が広がるものと考え

決断いたしましたも

ただ、現在の部の状態の中で次の担い手に引き

継ぐのは、自分自身の心の中でも責任の放棄とい

う部分は拭いきれません。2月 の OB総会の時の

ご出席のみな様のお言葉の部分にも、そのあたり

の思いを痛切に感じました。敗軍の将多 くを語ら

ず、は基本でありますが、私も生活の場は大津で

ありますので、終生、部の行 く末には協力してい

く覚悟であります。

さて、後任の森川君でありますが、今まで部の

コーチとして活躍いただき、現役部員や教官から

の信頼も厚 く、今回前向きに自発的に手を揚げて

いただきました。物事の継続性の基本は初心の清

らかさであります。そして一途さであります。彼

の持ち合わせた力と、部に対する思いは、必ずや

現状の打破、さらなる発展を期待できるものであ

ります。是非とも私と変わらぬ、できますれば私

の時以上に、諸兄のご理解とご協力を賜 りますこ
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とをお願いいたしたいと思います。

先日の追い出しコンパの時に現役部員から花束

をいただきました。彼らの気持ちを今後の糧とし

て、しっかりと地に足の着いた支援を、今後は近

隣のOBと してしてまいりたいと思います。

ありがとうございました。
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監督 就 任 の ごあ い さつ  ONE PURPOSE

このたび、同志社大学航空部の監督を務めさせ

て頂 くことになり、大変光栄に思ってお ります。

また同時に、今後の同志社航空部の舵取 りを担う

重責を感じております。私なりに精一杯努力させ

て頂きますが、皆さんのご理解とご協力が不可欠

です。そこで、監督になるにあたり思うことを幾

つか学生とoBの皆さんにお話したいと思います。

まず学生の皆さんに伝えたいのが、クラブ活動

をしていく上で自分達に自信を持ち、自分達が何

をしたいか明確な目標を持って活動をして欲しい

と言うことです。現在、部員数が少なく、日立っ

た成績も上げることが出来ていません。しかし、

思い出して下さい。空を飛ぶというこのスポーツ

は大多数の人が大学に入ってから始めておリスタ

ー トラインは一緒であったことを、他大学の学生

も同志社の学生も同じ大学生でその能力に大差は

ないことをです。情熱を持って一つ一つ努力を積

み重ねて行けば、他校の学生に出来て同志社の学

生に出来ないはずはないのです。自信を持って積

極的に活動して下さい。また、空を飛ぶ為の環境

も、大学のクラブ活動を取 り巻 く環境も時代とと

もに大きく変わって来ています6今の同志社航空

部はこれまでの歴史の上に成 り立っていますし、

過去から学ぶことも多くあります。しかし、過度

に過去のやり方に捕らわれるのではなく、常に時

代の流れを感じ取 り、そして未来へのビジョンを

持って活動 して下さい。あなた達が常に意識 し、

競うべきライバルは他校の同世代のパイロット達

です。周 りを良く見渡し、あなた達にとつて何が

問題で、どうすれば良いかを考え実行するという

ことを繰 り返し、人間としてもパイロットとして

も常にレベルアップを図って欲 しいと思います。

違う言葉で言えば現状があなた達にとって何が問

題で、どうすれば楽しく飛ぶことが出来るのかを

常に考えて行こうということです。色々と述べま
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したが、楽 しく安全にそして常に上を目指 して飛

んで欲 しいと思っています。

これまで、oBの皆様からは金銭的な援助を含

め、多大なる援助を頂 き大変感謝 してお ります。

しか しながら十分に期待に応えているとは言えま

せん。これからも気持ちも新たに、皆様の期待に

添える様、更なる努力をして行 きたいと思います

ので、今後ともご支援をお願い致 しますとともに、

OBの皆様にはもっとグライダーの現状 をご理解

頂 き、学生 とともにグライダーを楽 しんで頂 きた

いと思います。最近は社会人になってからもグラ

イダーで飛ぶ為の環境が整って来てお ります。グ

ライダーはかなりの年齢まで楽 しむことが出来る

スポーッです。その気になれば社会人クラブで飛

ぶことも、グライダーやソアリングに関する最新

の情報を手にすることも比較的簡単になって来て

お ります。是非、OBの皆様には学生時代に飛ん

でいた時の空への憧れを思い出して頂 き、学生 と

同じ情報、知識を持って、或いは実際に飛ぶこと

によつて学生を刺激 して頂けたら、これに勝る支

援はないと思っております。

これから我々指導陣は、学生 と協力 しながら同

志社航空部の発展に努力 して行 きます。目に見え

る形で成果が表われるまで暫 く時間が掛かること

でしょう。その課程で諸先輩方には歯がゆく思わ

れる場面 もあるかもしれませんが、少 し長い日で

見守って頂ければと思います。その一方で我々か

ら色々とお願いをすることもあると思いますが、

その時には是非ご協力を宜 しくお願い致 します。

そして、学生の皆さんはハイレベルなところでソ

アリングを楽 しめる素晴 しいクラブを一緒に目指

しましょう。近い将来、華やかな場所で高らかに

カレッジソングを歌える様に。

短



コーチ就任のごあいさつ

この度、歴史ある同志社大学体育会航空部のコ

ーチに就任 させていただきます平成元年卒の山口

智啓 (ト シヒロ)と 申します。非常に光栄に思う

と同時に私ごとき若輩者がコーチの重責を担える

かという思いもありますが精一杯努力をさせてい

ただき、森川新監督の補佐をさせていただきたい

と考えております。

少 し私個人の話をさせていただきます。現在、

品川の駅前で勤務 しており、日々の生活の中で航

空部出身の方と接する機会が比較的多い状況にあ

ります。数年前までは上司が立命 OBの方であっ

たり、関東支部 OBの方であったりしましたが、

最近は新入社員が挨拶に来てくれたりと、航空部

を忘れる事のない職場と言えます。また、関東支

部の同期 とは機会ある毎に飲み歩 き、バカ話で

日々の憂さ晴らしをしております。彼らとは学生

選手権や関東への遠征で知 り合い、卒業後も交流

(と いうより飲み仲間状態)を 続けてお ります。

中には仕事上で再会した者もおります。

現在の同志社航空部は人数も少なくなり、大会

で実績を残 しているわけでもありません。この面

だけ捕らえれば、彼らとの話についていけなかっ

たり寂しく思う事もありますが、話をすればする

ほど大学のクラブ活動としての航空部というもの

を考えさせられました。勢いのある大学ほど楽し

そうにやつており、現役が主体性を持ってやって

いるという事です。勢いがあり、勝っているから

楽しいのは当り前というのではなく、課程を楽し

み、結果を楽しんでいるという事です。彼らは、

負けると悔 しがりながら素直に負けを認め、相手

を称え、成長していつているのが分かります。

大学の航空部で最も大切なのは安全に行うとい

う事は当り前ですが、次に大切なのは「楽しむ事J
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ではないかと考えております。この「楽 しむ事J

の延長線上に「勝つ」事があるのではないでしょ

うか ?一言で「楽しむ」といっても人によって捕

らえ方が違いますが、あえて分類させていただく

と、今「楽 しい」を求める「快楽派」 と、後で

「楽しかったJと いう「充実派」です。個人的意

見ですが航空部を楽しむ為には「充実派」になる

必要があると思います。しかし、学生自身が「楽

しむ」為には現役学生が主体となり楽しみ方を見

つける事が必要で、私はその手助けを森川監督と

共にさせていただこうと考えております。

航空部だけでなく、すべての環境が時代と共に

変わって来ております。私も会社員ですから上司

に対し「考えが古い」等と批判もしますし、意見

を戦わせる事が多々あります。学生の皆さんには

過去に捕らわれず新しい航空部を作ってゆく気持

を持ち我々と意見を戦わせてもらいたいと思って

おります。これは過去を忘れろという事では無く、

これまでの歴史の上に成 り立っている航空部を発

展させる為、常に時代の変化に合うように進化さ

せて行 く事を考え活動する事で「楽しめる」航空

部にしていきたいと思っております。

OBの皆様から見れば物足 りなく感じら
｀
れるか

も知れませんが学生の皆さんが′さから「楽しめたJ

ときに期待に応えられるクラブになると信じてお

ります。期待に応えられるクラブになるまで数年

掛かるかもしれませんが数年後の「楽しみ」を長

い日で見守って頂きますようお願いいたします。
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