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白地さん、どうぞ安らかに

平成14年 1月 2H 病没

ごi量族 妻、瑠I高 了 様

平成14年、翔友会総会の出欠のご返事で自地さ

んが亡 くなったことを知って驚いた私は、甲速に

十三の白地さんのお宅に伺った。

嘗てのオシャレな白地さんの助教姿は、我々の

憧れの的であったЭ普段はポマー ドとタバコの灰

でガシガシに岡めた同志社の角帽をかぶっている

11地 さんだが、ひとたび飛行場に来ると、黒の飛

行帽に大きめの飛行眼鏡をつけ、ギョロッとした

大きな日で確 りと前を見据えた姿は実に頼もしか

った。そ して白地さんの操縦は、自地さんの性格

そのままに実に繊細であった。着陸の為に滑走路

に進人してくると、機首を起こして三点着陸をす

るのでなくて、滑 り込むような接線着陸を、固唾

を呑んでビス トで見守る我々の目の前に見せてく

れるのである。そして、伝声管の送話器のゴムで

日の周 りをマッ黒にしながら、こと細か く操縦の

注意を学生に与えられていた。

社会に出られた白地さんは、一流商社にお勤め

であったが、思 うところがあって十二の商店街の

お父さんの薬局店の憐にこじんまりとした、和風

小間物屋を開かれた。着物の似合 う雰囲気の自地
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日召本国19年卒  牧 野 鐵 五 郎

さんにはビッタリのお仕事 とお見受けした。京都

の商品の仕入れの帰 りなどに時折私の家に立ち寄

られて、仕事の難 しさを話されながらも、話が学

生時代の飛行機の話になると、一段 と日を輝か し

て嘗ての助教さんの顔付きで、話をされていた。

そんな白地さんももう我々の手の届かない遠い

ところへと旅立たれた。悲 しいことだが、今はも

うただひたすらに白地さんのご冥福を心からお祈

り致 したいと思います。

白地さんはあれで、結構宝塚歌劇の隠れファン

で、「翔友50年誌Jにお願いした10枚以上の挿絵

の中にそっとス ミレの花が書かれている.和風小

物の「え り裳Jを 自営 しておられたが、暇を見つ

けては、神戸のハーバーランド辺 りのスケッチに

行 くのが趣味のようで歩)っ た。途中で、時折お会

いすると「 これから中十街で食事や」 と如何にも

楽 しそ うであった.

亡 くなる少 し前に奥様 とお嬢さんの 3人で信州

旅行をされたのが、最後の思い出ですと話された

奥様のお話がとても印象的であった。
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親友、 廣勝君を偲んで

大正 9年 静岡市に生まれる。

昭和15年  同志社大学予科入学。

昭和18年 学徒動員で千葉 ド志津飛行隊人隊

昭和19年  同志社大学卒業.

昭和20年  終戦で静岡市に帰省。

昭和25年  平和倉庫に役員として37年 勤務。

以後、民生委員として15年。

ビリヤード老人会長を10年の

町内会長13年。

静岡同志社クラブ会長10年。

年とともにカラオケ人好き人間。

平成14年 6月 13日  病没

ご遺族 妻、美津了 様

日召禾日19年卒  牧 野 鐵 五 郎

平成14年 6月 、私は突然思いもかけず友廣勝君

の言卜報に接 した。

「エッ !?あ の碩丈な勝チャンが ?J

悲鳴にも似た悲 しみの叫びが′し、の底から噴き出

したЭ

思えば昭和 15年、大空を飛ぶ歓びに胸を膨 らま

せ、航空部に入部 した予科の九帽姿の友廣君は中

学時代から既にグライダーの資格も持っていたの

で、ズブの素人の私なぞは彼のことを一級上の先

輩のような気がしていた。

そんな友贋君が一番の真骨頂を発揮 していたの

は、あの濃いヒゲズラで、静岡ナマリのベランメ

ロ調で下級生を統率 していた学41長 の頃ではなか

ったろ うか。勿論、学生助教 として後輩の指導に

当った頃もそ うであったが、あの ドスの効いた声

で怒鳴られたら、大概のフレッシュマンは震え上

ったに違いない。

時は流れ、社会人としての友廣君の活動は将に

目を見張るものがあり、手広 く倉庫業を経営する

会社の重役を勤め、60歳を機に退任、以後社会奉

仕にも力を尽 くし、自治会会長を始め、東海沖地

震対策に関しては、常に陣頭指揮を取 り、防災訓

練などには、なくてはならない人でした。また同

志社OB会静岡支部の会長 としても絶えず精力

的な活動を続け、母校同志社を盛 り上げることに

日夜心を砕いていた。そんな関係で、同志社大学

の総長とも実に入魂 (じ っこん)の 間柄であった。

その友度君 とも、もう言葉を交わすことも出来

ないのかと思 うと悲 しさに押 し潰される思いであ

る。友廣君、どうか安らかにお眠 りください。



追悼「アングンチン」

平成14年 11月 13日  病没

ご遺族 安元 桂子 様

安元英生君。彼は同期の仲間から『アンゲンチ

ン』 と呼ばれた。その彼が突然他界 した。あっと

云 う間のことであった。

「誠実Jと 云 う言葉がある。この言葉を人間の

型にしたら安元君が出現するのではないだろ うか。

昭和36年新町キャンパスの部室で初めて出会っ

た時、「大学 とい う所は広いんだなあJと の言葉

が最初の一言であった。以来40年以 Lの交流が続

いた。彼の宇部興産での勤務地は山口県からはじ

まり東京、静岡、八戸、仙台、東京、小樽、 T‐葉、

掛川と企業人の典型のように変わったが、その間

も便 りが途絶える事はなかった。その彼が不帰の

人となったのだ。

入学時は黒服黒ズボンに角帽の凛々しい姿、教

室では一番前の席に座 し、講義を受けた。操縦拝

を握れば、正確にそ して優 しく操 られた機体は優

雅に自鳥のごとく舞った。宿舎での食事の時は背

を真っ直 ぐ伸ばして静かに箸を通ぶ姿は貴公子で

あった。

昭和37年、待望久 しいソアラー H23Cが届い

言ト

昭和40年卒  梶 田 英 之

た。愛称を部員に募集 した。彼の応募作は「アン

ダンテカンタービレJ、 ゆっくりとした気持ちの

なかで国ずさむ優雅さを表す との事だそ うだЭ応

募作が多 く結局学長にお願いし「イオラスJと 命

名されたが、彼 らしい外すにはまことに惜 しい作

品であった。

ひたむきに学業に打ち込む彼は、小野ゼミでは

首席を通 し、卒業後はセメントメーカーに身を投

じ建設の獅子 となった。

晩年には系列企業の トップとして苦況に瀕する

いくつもの企業を立て直 した。先行き不透明な経

済環境の中で更に奮闘する彼に病魔が襲った。

誠実な人間に対 して神は何を考えたのか。

「翔友J前年号の「鳥人たちの今Jに掲載され

た ‐
文「いつか遠州の春の野に舞い上がるひば り

の様に鳴いて翔びたい」が遺稿 となった。空に対

する憧れを失わなかった彼はゆっくり人生を振 り

返 りたかったであろ う。羽田空港へのフアイナル

アプローチの下に位置する千葉の病室で病魔 と闘

いながら大空を降下 して行 く飛行機を目で追いつ

つ「空を翔びたいなあ……Jと 看病の奥さんに呟

いたのが最後の言葉 となったそ うだ。

平成14年晩秋、遠 くから駆けつけた先輩、同輩、

後輩その他、たくさんの方々に送われて無限の空

に向 う鳥人となった。

アンゲンチンヘ :君の誠実にして友人思いの人柄

はフェロモンとなって伝わった。同期 10名 の交

流は永 くて深い。OB会費未納者はいない。ゆ

っくりと思 う存分大空を翔んでください。 しば

らくはひとりで、その うち仲間が加わるでしょ

う…。


