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機友会

島田泰男

念願致します⁚⁚

本部支部間等の広範な会員相互のコミ
ュニケーションの情報源となることを

援とご鞭接をお願い致したく存じます︒

挑戦に関する最近の動向についてご紹
介させていただき︑皆様に﹂層のご支

り︑会員各位および酒井教授をはじめ
により︑平成四年九月六日に第二号の

機械工学科教旨客位の献身的なご支援

﹂が発足致しましたハ⁚引き誓上月二

続いて同月十九日には︑北陸信越支部

に︑皆様方の益々のご健勝とご隆盛を

よう︑宜しくお願い申し上げますとも

位の温かいご轟とご鞭捷を賜ります

展を祈念して︑今後も引き軽さ会員各

最後に︑機友会と母校のさらなる発

る第四次長期計画は︑校友の皆様をは
じめ関係各位の広範なご支援により︑

学部1政策科学部・の設置奇警坪とす

つキャンパス︵HKC︶﹂ への理工学
部の拡充移転︑衣笠キャンパスへの新

皆様こ承知の通り︑﹁びわこ・くさ

轟として︑滋等又部いが設立され︑

日には﹁豪邸又部﹂︑十一月三上八日
には∵大阪支部∴が設立され︑平成五

衷心よりお祈り申し上げますハ∪

さらに大学院につきましても理工学研
究科のみで一学年定員五〇〇名という

学科一が設置される予定でありますハ∪

科﹁ロボティクス学科﹂および﹁光工

ほぼ完遂の運びとなりました︒また来

年七月二仁正目には﹁東海支部﹂が︑
還ハ年二月．一仁七日には丘ハ樟支部

春には︑理t学部にさらに二つの新学

大南正瑛

立命館総長・学長

世界への新たな挑戦

立命館大学の長期計画と

．﹂が発足するとともに︑本年四月士ハ
日には第七番目の支部として︑﹁奈良

和歌山支部■が設立され︑さらに現在︑
∵関東支部﹂の設立準備が推捗致して
全国を十二ブロックに分割した支部

おりますハ︶

に実現し．目前に迫った二十一世紀へ

他に例を見ない独自の大型企画が次々

センターや∴ンンクロトロン放射光

た︑産掌父流の面でもいくつかの研究

実現したことになります︒各支部設立

みても文字どおり過半数の支部組織が

四〇〇〇名に達し︑会員総数の面から

名にのぼる大組織に成長して参りまし
たが︑上記七支部の会員合計数はほぼ

ます︒また︑本会は会員総数七〇〇〇

過半数の支部が確立されたことになり

良和歌山支部﹂の発足を迎え︑まさに

います︒

の一人として誠に喜ばしい限りでござ

者といたしまして︑また︑機友会会員

くご活躍されております︒本学の代表

る大規模な校友組織に成長され︑各年
代層の卒業生各位が広範な分野で遅し

本学が校友十九万人を擁する中︑責
会はすでに会員総数七〇〇〇名姦見

ととお慶び申し上げます︒

件の抜本的な高度化を目指した︑一九
九八年からの経済・経営両学部のBK

社会・人文系分野の教学システム・条

んでおります︒その柱は︑一つには︑

べノ＼第五次長斯計画の策定に取り組

像牽八ハ胆に明らかにし着実に具体化す

抜本的再編拡充がすでに実現しており︑
学部四〇〇〇名・大学院一〇C︹皇軍か
らなる日本でも屈指の一大総合理工学

の大きな飛躍が確信されています︒

準備委員の方々をはじめ会員各位の絶

ース﹂の創刊にあたり︑立命館学園の

機友会の皆様には︑益々ご清祥のこ

機械工学科の恩師でもあられます大

大なるご支援に対して︐ここに改めて

長期計画と二十一世紀にむけた新たな

組織結成計琶 いま第七番目の﹁奈

南正瑛総長の卓越したリーダーシップ

心より厚くお礼を申し上げる次第でご

部が実現する見通しとなりました︒ま

のもとに︑こうした大型企画が成功裡

ざいます︒

とともに︑衣笠・BKCという二大キ
ャンパスによる新たな魅力あふれる総

機友会会員の皆様には︑益々ご清祥

に推進され︑社会的評価も著しい高ま

これまでの支部組織結成に関する種

平素は本会の諸活動に関し︑何かと
厚くお礼申し上げます︒

ご支援を賜わりまして︑誠に有り難く

さて︑母校・立命館大学では昨年四

勢であります︒

ともに喜び合い︑ともに感謝したい趨

て︑大変額もしく存じました︒折しも

活躍されている状況を目のあたりにみ

驚くほど広範な業種・職域で元気にご

逆境のなかで遅しく人生を切り琶

る分野において︑最先端の取り組みに

学は︑教育・研究・管理運営のあらゆ

︶を別府市に創れ普フることです︒新大

に﹁立命館アジア太平洋入学し ︵仮称

成十一年度︵一九九九年度︶に新たな

大分県および別府市の協力により︑平

テレビを通じて発表いたしましたが︑

もつ⁚つの柱は︑この九月に新聞・

両学部の教育・研究条件空目何度化する

Cへの新展開ですハ⁚このことにより︑

以上の経過のなかで︑本学はいま︑
二十一世紀における立命館学園の将来

部が完成ざれつつあります︒

月︑新キャンパスへの理工学部拡充移
転および衣笠跡地への新学部﹁政策科

りをみせている母校の躍進と新たな挑
戦に対して︑卒業生の一人として大変

々の取り組みの中で︑全国各地の磯友

合大学を構築いたしますハ⁚

のこととお産ひ申し上げます︒

画が成功裡に推進され︑来年四月には

学部﹂設置を中軸とする第四次長期計

心強く存じます︒また︑卒棄生の一人

会会員同土間で新たな交流が生まれた

︵SR︶発生・解析施設﹂の建設など︑

さらに理工学部に﹁ロボティクス学科

一人と母校とのきずなが︑最近︑一段

り︑幅広い情報交換が行われまして︑

以上のような背景の中で︑立命館大
学機友会では現在︑卒業生相互の親睦

本会企画事業部会のご尽力により機関

このたびの貴会機関誌﹁戦友等一ユ

﹂と﹁光工学科﹂なる二つの新学科が
設置され︑十学科からなる一大理工学

と太くなっており︑校友と母校との連

ならびに卒妾生と母校の相互支援体制

びとなり︑本誌が会員相互間︑さらに

誌﹁．戦友等一ユース﹂が創刊される運

帯 感 が 大 き く 膨 ら ん で 参 り ま し た 占 ち それぞれの年代の卒業生各位が順風や

の強化をはかるため︑全国規模での支

挑戦し︑日本の高等教育における先導

部組織を結成する取り組みが進んでお
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︵仮称︶と1国際マネジメント学部

す⁚い現在のところ﹁アジア太平洋学部

的なモデルとなることを目指していま

援のお陰で︑その折に﹁生物工学科∴

りますが︑皆様方はじめ多方面のご支

とは︑皆様すでにご存知のとおりであ

つキャンパスに拡充移転致しましたこ

理工学部が昨年四月にびわこ・くさ

に次ぐ全国第二位の位置を占めること

では慶應義塾太字を抜いて早稲田入学

ことになります︒学部規模において私
立大学で全国第五位︑私立大学院規模

を擁する﹂大総合理工学部が誕生する

になり︑社会的使命や貢献度もこれに

︵仮称︶の▲一学部を構想しており︑

︑環境システム上学科﹂︑∵情報学科

各学部入学定員四〇︹︶名︑総収容定員
∵．．バ⁚ハい名︑うち約五〇％を留学生と

機械工学科の飛翔
機械システム学系長

田中武司

るかのように思えるのは言い過ぎか∵

教員個人研究室は東西に位置しているい⁚

東には自然林が望め︑西にははるか眼
卜に琵琶湖が望める︒人きな窓︑豊か

な嘩気のきく秘書は研究者の独創性

をはぐくむ三大必須条件であり︑どれ

て初めて町ろられたものである⁚⁚再度

とは言わぬが︑この内二者はRKCに

言おう︒立命館大学の英断は立派であ

僚友会会員の皆様方には益々ご壮健

げます︵り理工学部が去年移転いたしま

る︒

にてあられること心よりお慶び申し上

しなる二つの新学科を設置することが
できましたハ⁚また︑大学院の大幅拡充

学部・大学院生数の拡大とともに︑

してから︑約一年と半ばが過ぎ︑よう

にしたがって︑来年四月にはさらに
1ロボティクス学科﹂︑﹁光工学科﹂

ばかりですが︑本学部では当初の計画

こうして︑新キャンパスに移転した

初めて本学に設置されるSR放射光発

進をみせており︑我国の大学としては

野にわたる産等見違ハ同研究も大きな前

とも緊密な連帯をとりつつ︑広範な分

備されました︒また︑産業界・官公庁

に取り入れた新しい教育研究体制が整

いっぱいに広がってくる︒右手に四〇

パスが目の前に広がり︑朝の解放感が

が︑正門を入ると︑広々としたキャン

寒くもモ心地よい季節が続発ます

概略こ報生民甲し上げます︒

や機械工学科の取り組みなどにつミ

た︒この間におけるキャンパスの現況

学︑流体力学∵機械力学の四力学に起

うとしている︒一方︑材料力学︑熱力

ど目新しい専門教科を教授︑研究しよ

ボティクス演習︑ロボティクス実習な

能︑ヒューマンインターフェース︑ロ

え︑二学科体制の機械システム学系と

年度から新たにロボティクス学科を加

ル3に陣取った機械工学科は▲九九六

ますいい

にも成功し︑理工学研究科だけで一学

教拳大幅に増員され︑一一十一世紀

やく落ちつきが見られる様になりまし

応じて大きく飛躍することが確信され

とする日本では先例のない国際的な入

年の定皐共昌︶名にのぽ義人学

を視野に入れた先端科学分野姦橡的

し︑教⁚昆憫燐も二〇〜四〇％を外国人

学を帯同することとしております︒こ

院が実現致しました︒

なる二つの新学科を設置する運びにな
っており︑現在︑全国的規模で受験生

生・利用施設︵オーロラ︶はすでに建

︵Umトラックを備えたクインススタジ

イーストウィング門︑五階とエクセ

の人事業を立命館学園創立宙周年記念
車業の中心に位置づけて︑全学の力を

に対する広報活動が展開されています︒

組立が順調に進捗しております︒来年

物も完廣し︑現在︑SR本体の搬入・

てなによりも校友の皆様など︑幅広い

部省をはじめ関係省庁︑産藁へそし

にアジア太平洋地域の多くの国々︑文

支援をえてまいりましたが︑今後ざら

この間︑人分県や別府市の絶大なるご

関係各位に深いご理解とご支援をお願

すなわち︑理工学部はその時点で﹁数

結集した取り組みを進めてまいります⁚い

いせざるを見ません∵機友会会員の皆

四月には本格稼働に入る計画であり︑

アムがオープンな雰囲気を醸し出し︑

夏 か ら 秋 に か け ︑ 朝 方 は 暑 く ￡ 喜 サ ＼ 飛翔する︒応用ロボット工学︑機械知

様におかれましてもこのような母校の

新たな挑戦と飛躍に対し︑引き緯き温

居する機械本来の工学を∵材料機能デ
ザイン︑環境・エネルギー︑機械制御
システム︑精密・生産などの四つの系

の展開にも十分耐え︑対応できる機械

うとしている︒二十一世紀の科学技術

車が進むにつれ︑二つの棟が視野に入

アセンターが警 コアステーション

システム学系を構襲しようと鋭意堺司

列に整理︑改革し︑新しい展開を図ろ

のあと︑ユニオンスクエアーが目に入

準備甲である︒あくまでも人間味の

ってくる︒その手前に山小屋風レスト

産技術研究センター﹂︑﹁電子技術研
究センター﹂︑﹁エコ・テクノロジー

レストハウスが垣間見え︑また︑BK

る︒やや遠くにプリズムハウスやフォ

ハウスが現在建築中で︑さらにメディ

研究センター﹂等の多くの研究センタ

ス・FA研究センター﹂︑﹁材料・生

したがって︑新学科の学生が全学年

ーが設立され︑産・官・学の広範な研

産業界さらに学界から熱い期待がよせ
らています︒この他にも﹁ロボティク

入学し︑拡充された大学院に定員の院

究者集団を構成して︑大規模な共同研

学部生もこのような概念を理解する民

賜れば幸いである︒卒業する大学院生︑

を模索したいと思ってるが︑ご意見を

学︑演歌のわかるメカトロニクス工学

攣研究に勤しむ者に︑このしない

機友会の会員各位におかれましてとぺ まり帰ったすがすがしい朝の空気の中︑

主的研葛技術者となり︑笑ムO

ある機械工学︑血の適ったロボット工

母校のこのような新しい企画と挑戦に

は︑立命館大学の発展にとりかけがえ

環境を与えてくれる︒理工学部の移転

Bになってもらいたいと祈念している∵

Cジムが遠望できる︒朝早く出かける

積極的に参加され︑校友と母校との相

のないものであり︑立命大学人の英断

と広大な敷地に人影がなくしんと静

互支援体制をますます強固なものに育

は賛美して余りあるものと思われる︒

中央駐車場から機械工学科が所属し

雲が幾筋も見える風景は以前には見ら

せない素晴らしい景色であり︑飛行機

宕山に沈んでいく様は言葉に言い尽く

四︑五階から見る西日が比叡山︑愛

て上げて頂きたく存じます了今後とも

この場をお惰りしてどうぞ宜しくお噸

種々ご支援とご鞭捷を賜りますよう︑

究が推進されています︒

e名︑さらに大学院の一二二五名を合

わせると実に六四六五名の学生・院生

生を迎え入れると︑学部だけで五二四

卜学科構成となるわけでありますハ︶

クス学科∴ ∵土木工学科﹂︑﹁環境
システム工学科﹂︑﹁情報学科﹂なる

学物理学科∴ ﹁化学科﹂︑﹁生物工
学科﹂︑ツ電気電子工学科−﹂︑﹁光工
学科∴ ﹁．機械工学科﹂︑﹁ロボティ

かいご支援を賜りますよう何卒宜しく

お願い申し上げます︒

最後になりましたが︑皆様の益々の
ご健勝と﹂層のご隆盛を心よりお祈り
申し上げますとともに貴会のさらなる

発展をお祈り致します︒

理工学部の拡充と

機友会会員の皆様には︑つつがなく
お過ごしのことと御拝察致しますハ⁚

肯会機関誌 機友会ニュース の創
刊にあたり︑理工学部を代表してご挨

ショートトリップである∴四︑丘階の

ているイーストウィングまで約五分の

れない光景であるハ⁚機械工学研究署∵

それでは︑皆様の今後ますますのご

い申し上げますハ⁚

技術者の多大な貢献の証である′⁚機械

拶を兼ね︑本学理工学部の最近の動向
と将来展望について︑概略をご樺介さ

1二学の中心が機械に有りネ象徴してい

陳センター部に構えているのは︑正に
健勝とご発展をお祈り致しております∵

せて頂きます∵

の主な活動は︑定期的に役員会を開催
して情報交流を積極的に行っとともに︑

一．設立

を書かせて噴きます︒

滋賀支部の愛称は﹁びわこ磯奏声︑

ての機能を尊重しっつ︑独自の特色を

その意図する所は機友会の一支部とし

会員数は約六五〇名で︑人半は兵庫県

滋賀県草津市に理工学部が拡充移転

工学科で為してきた研究・実験の結果

することになり︑全国各地に機友会支

ら決定したもので︑楽しく力強い﹁び

発揮することが肝要であるとの趣旨か

の南部に集中していますが︑北部の日

還ハ年八月に 兵庫支部だより血を
発行︑十一月には丘芸吾只名簿を

部を設けるという方針にこたえて︑平

が未来永劫残り続けることは有り得な

発刊して全会員に配布しました︒十月

成四年九月六日︑大津市内のホテルで

島にも数多くの会員が散在しています︒

昨年度は︑酒井教授の制動芯な御指

二十九日には︑びわこ・くさつキャン

本海側︑中部の山岳部︑瀬戸内の淡路

導をいただき︑数回にわたる兵梯支部

設立総会査開催しました︒

にならないよう︑沈み行く西日を見て

思うばかりである︒巣立っていく卒業

パスの見学会を開催し︑見学後︑その

いとしても︑野口英世の．遠さ落日．

生が機友会OBとして︑社会人として
設立準備会を銅催して︑▲．．月∴卜七日

第二号支部が誕生し︑島田会長の祝辞

員数は平成七年五月現在二八五名︑目

務先を併記した便利なものです︒︵会

た会員名簿が出席者に配られましたが︑

当日︑準備委員会で周到に準備され

わこ機友会十号ったうことにしました︒

立派になられることを祈ってやまない︒

まま会場を都ホテルに移し︑全国校友

を琶第二部で講演会を開催︑機械
工学科田中遣七教授の﹁二十一世紀へ

下最新依作成中︶

第一部で会則を可決︑役員恵若山し︑

の設立総会にこぎつけましたハ∴設立後

本年にはいって︑大震災に遭遇し︑

の展望−びわこ・くさつキャンパスを

大会に参加しましたハ∪

新しい機械システム学系並びに在学
援をお願いする次第ですハり皆様方の益

会員の消息や被害状況の把握などで︑

語る﹂の平成六年四月に関学される新

当支部の活動方針は︑図の通りで︑

名簿は地域別に分類し︑卒業年度︑勤

々のご健勝とご隆盛を衷心よりお祈り

支部長をはじめ︑役員ともども大変な

二．活動方針と活動状況

する院生︑学部生に対し︑暖かいご支

申し上げます︒

時期を過ごしてきましたが︑ようやく

キャンパスの壮大な構相心のお話に︑地

当日出席者五十二名がそれぞれ自己紹

を感じました︒第三部の懇親会では︑
大審長の祝辞や祝電の披露があり︑

において︑一歩一歩前進することに努

委員会を開催しながら目標を遠大な所

談しあって︑幹事巷をrmT心に︑髄時小

﹁三人寄れば文殊の知恵﹂を原則に相

介をし︑和やかな雰囲気の中︑友好と

元荘岩県に住む私達は大きな夢と喜び

転職等で他府県に移動する情報を入手
した場合は︑その情報の詳細を転入支

具体的な活動として︑

力中です︒

部と連絡しあって︑おたがいに会員名

福しあいました︒

親睦の和を広め︑滋賀支部の発足を祝
今後は︑当支部の会員相互の親睦を

簿の充実をはかっていきたいと老えま

ての提案をしたいと思います︒萄

ここで︑会員名簿の情報交換につい

落ちついてまいりました︵り

立命館大学横友会兵庫支部

庶務幹事 西澤寛治
本年一月十七日に突如として阪神・

︒
す

機友会滋賀支部と母校との力強い組織的連携

淡路大震災に見舞われ︑東日本と西日

④母校との各種連携企画の立案・実施

さらに深め︑機友会本部および各支部

⑨本部並びに各支部相互間の連絡強化

を寸断され︑日本の経済活動はマヒし

しく活動的な兵庫支部﹂を実現すべく

⑦地元としての特色のある活動の展開

本を結ぶ物流の大動脈と企業の情報網

頑張ります︒そして︑大南正瑛総長が

①会員相互の生活向上発展・互恵・親睦

と連絡を密にして︑びわこ・くさつキ
ャンパスの発展につなげるような﹁楽

この地域に住んでいたこともあって︑

楽しく力強い
「びわこ機友会」

ました︒

多くの会員が被災しました︒その際に︑

大学づくりに協力していく所存です︒

提唱する二十一世紀右見据えた立命館

理工学部新キャンパスへの拡充移転

兵庫支部においては︑会員の大半が︑

機友会本部と各支部から心温まるお見

たくお願いします︵︶

今轡とも会員の皆様のご支援を賜り

舞いをいただミどれだけ果つけら
の方々と各支部の会員の皆様に心から

れたかわかりません︒機友会本蔀役員
お礼を申し上げます︒

楽しく力強い

﹁びわこ戦友会﹂をめざして

山田元助

﹁戦友等一ユースjの創刊おめでと

機友会滋賀支部支部長

▼2ございます︒ご要請にこたえて滋賀

雷

↑

雷

被災した丘簑苔貝の多くは︑各
支部の皆様の温かい励ましで︑復興に
向けて力強く立ちむかっていますので︑
ご安心ぐださい︒
丘公庫支部は︑東海支部に次いで︑平

入庫典雄︵オークラ輸感慨株式会社社

支部について設立から現在までの概要

成六年三月二十七日に設立されました︒

役員十四名体制でスタートしました︒

長︑昭和二十四年卒︶を支部長として︑

母校の発展

平成7年11月26日
立命館大学機友会ニュース
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平成7年11月26日
立命館大学機友会ニュース
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展開⁚

︶財政基盤の確立︑年会費納入会
⁚貝終身会費納入会員の増加促進運動

1．びわこ機青雲三三−ス︵第．．
平成七年四月トLハ日に新装になった

たのでありますが︑そのすぼらしい昆

止瑛立命館大学総長を始め︑島田泰男

しましたハ∪ この新キャンパスは立命館

界の立命館﹂という成茅︼一層強くいた

奈良・和歌山轟トの設立総会が開

りにしたとき︑まさに標題の如く一理

の輝かしい套徹しているかのよ

につ喜ましては︑島田機友会会長︑理

このたびの奈良・和歌山支部の設立

の校舎や実験実習用の施設設塀と現在

舎がなつかしく感じられます︵Jその頃

ますが︑今となっては︑私たちが四十
年前に学んだ衣笠キャンパスの木造校

ところで︑今年は戦後五巨年になり

うでもありますハ⁚

工学部酒井教授には大変お世話になり

催され︑全回で七番目の支部として誕

新の施設設備と広大な敷地を目の当

発行
会員名簿の改訂
機友会会長︑それに地元から滋貿支部

∵びわこ・くさつキャンパス﹂で大南

終身A垂納入会員は四十九名に

丘．︑滋賀県トL仕住の機友会の皆様へ

す
⁚
︑

のお願い

達し︑財政展盤も確立されつつありま

卸立命館‖礪⁚l カ等工科学校の記録

こ僚友等一ユース﹂や血皐里な資料を発

い環境で学ぶ現在の学生諸君は大変幸

感がありますハり

北陸信越支部が誕生したのは平成四年

校の発展に寄与することを目的として︑

生いたしましたハ⁚

行していますが︑財政の都合上︑終身

せだと思います︒それに大南総長以下

九月千九日でした︒太支部は機友会本
部の絶大なるご轟の卜︑滋質文部に

つくづくこのすぼらし

北は北海道か︑忠岡は九州沖縄まで全国

キャンパス﹂で開かれ︑島田会長より

の社会的評価が高まっておりますこと

立派な教授陣の指導のもとに︑年々そ

特色を反映した︑ユニークな﹂ ﹁びわ

ちょうどその頃︑﹁衣笠さよならの

ました︵し最初の設立準備委員会が︑平
成六年十二月十八日に﹁びわこくさつ

で十三支部の結成を巳ざしているとお

③躍進する滋賀県の金岡ベスト5

会工が嫁入に行われましたが︑当ニュ

是非納入会員になって共に楽しんで頂

会費や年会費納入会員が優先します︒
くともに︑僚友会滋賀支部旗の下︑楽
しく力強い︑びわこ機友A至を目指し

聞きしましたい⁚そして︑今日まで地元

載され︑鳶は地元新聞記事窯で心に︑

③は︑．びわこ銀行しの協力を得た︑滋
て交流の和を広げたノ＼ご協力の程お

次ぐ機友会第二番目の轟として設立

願い申し上げます︒

は︑我々蓑にとりましても∵飯上

題の解決が重要な問題として存在して

支部の運営には時間と距離といった問

滋蔓りに︑すでに六支部が

奈艮・和歌山支部の我々に︑全国の多

いますか︑様々な工夫と役員並びに会

反面支部の占める面積は設立支部の中

あり︑会員数の最も少ない姦ですが︑

すハ⁚

様への情報伝達と︑笑至百月の皆

︶を記載させて頂き二本文部会員の皆

感友等一ユース﹂の創刊に当たり︑
北陸信越支部の活動の概要︵表を参照

各種事業が展開されてきています︒

で最大であろうと思われます︒従って︑

出されるよう切望してやみません︒

綿密な打ち合わせを行いました︒そし

ー北陸信越支部の活動−

和と輪を求めて

∵ 支部設立前史

様への支部紹介の場とさせて噴きますハ⁚

福井県︑石川県︑冨山県︑新潟県︑

て轟設立の第﹂国打人ハ目せ会が開催さ

支部長

長野県の五県に在住する機友会会冒和
行の親睦を深め︑活発な情報交換を通

県代表の出席の卜に開催されました∵

れ︑以後数回の打合わせ会を経て︑同
年八月二十二日福井殿芦原混泉︵ホテ
ル美松︶で姦設立準備委冒会が︑各

平成四年七月十二日敦賀市内におい

らには付校との緊密な連携の与や亡に母

して会員の互恵と発展の場として︑さ

角野豊春

最後になりましたが︑誕生間もない

国十三支部の中では七番目で︑ちょう

︵昭和三十二年卒︶
武田幸三︵昭和四十三年卒︶

て︑前述のように︑本年四月に会員数
約二五〇名を有する機友会奈良・和歌

ど過半数に達する︑という島田会長の

相談役 中山俊夫︵昭和三十 年卒︶
藤野俊英︵昭和三十七年卒︶

山支部が発足し︑島田会長より栄えあ

と題して記念講演をいた

等キャンバスから拡充移転し︑現在の
︑びわ二・くさつキャンパス となっ

だきました∵昨年四月に理工学部が衣

を目指して

また︑設立総会では人面総長から
世界の立命館ベスト・ユニバシティ

る轟を賜りましたハ︑

を煩わし︑四月の設立総会に向けての

日中武司︵昭和二十九年牢︶

鹿瀬全宏

機友会奈良・和歌山支部発足
支部長

北陸信越支部会員は現在一五〇名で

目の準備委員会が平成七年二月二十六

言葉が印象的でしたハ⁚続いて︑第二回

くの機友会々員の皆様方から︑暖かい
ご指導ご鞭捷を賜りますようお願い申

員各位のご理解とご支援により活発な

されました︒

日に奈艮工業過等専門学校の会議室で

し上げ︑姦設立のご挨拶といたしま

の意托︶であり誇りであります︒今後は︑

開催いたしましたが︑ご多忙中にもか

役員名簿

かわらず︑酒井教授に遠方までご足労

この恵まれた立派な環境から二十一世

支部長 山肘元助︵昭和二十二年卒︶
副支部長 石川隆司︵昭和二十五年卒︶
藤谷 勝︵昭和二士ハ年卒︶
北河 博︵昭和二十七年卒︶
庶務幹事 荒堀俊夫︵昭和三十一年卒︶
尾本 守︵昭和三十三年卒︶
上野哲夫︵昭和三十八年卒︶
会計幹事 青木﹂大︵昭和二十二年卒︶

紀のわが国を坦っ有為な人材が多数輩

会計酢肌査 石本与一郎

支部として発足することになるが︑全

賀県の特性を全国の統計との対比にお

第一部の総会で島田会長から滋賀支
言守の義旗を噴きました︒役員改選

部旗の贈呈があり︑はからずも制定第

は設立当時の全員留任と一名増員が決
定︑第二郡の講演会では︑BKC建設

命館大学文学部教授山尾幸久先生にお

途上発見された製鉄遺跡について︑立
願いして︑∵木瓜原遺跡と古代国家に

ついてトの講演をして撃同時に地

お話は全滋賀県下の製鉄遺跡におよび

下保存遺跡と大学構内の見学会も開催
しましたハ⁚鉄は︑機械と関係が琶

その他責重な資料も唱ミ興味深く有
意義なものでした︒

箪二部の懇親会では︑設立準備当時
から多大のお世話を頂いている田中武

司先生の他に︑その後県下に転入され
た酒井達雄先生や山元茂先年をお迎え
し︑共に機友会発展を願って美酒をく
みかわしましたハ⁚

︶の方針

門 本年度︵平成七年四月〜八年．．月

誕生しており︑今回の奈良・和歌山支
部は兵庫轟に次いで近畿では最後の

いて︑明確にした青重な資料です︒
二 第一一回総会

の新キャンパスとでは︑まさに今昔の

ースは時宜を得たものだったと思いま

びわこ機友会では会員名簿や県下の

②びわこ・くさつキャンパス建設の歩

行︵平成行年仁月発行︶⁚⁚その内容は

︵．一︶びわこ機秦等一ユース第言可発

＼＿／、

次の通りですH

rl

すハい丑は当時の責重な記録︑写舌不が満

み

達雄教授を来賓として迎え︑機友会

長山田元助氏︑機友会庶務幹事の酒井

＼＿／

尚〔葺（
ヽ

′￣＼、

福井県福井市福井ワシントンホテル
第4回特別会員懇談会
平成7年7月8日

母校の支援方法，支部行事について
新潟県新潟市万代シルバーホテル
第6回役員会・新潟県会員懇談会
平成7年2月18日

福井県福井市福井ワシントンホテル
第4回特別会員懇談会
平成7年7月8日

福井県福井市福井ワシントンホテル
第3回特別会員懇談会
平成6年7月30日

富山県富山市古洞の森線水草
第2回特別会員懇談会
平成6年5月28日

母校への寄付に対する支部の取り組み方法
富山県宇奈月温泉ホテル延楽
第5回役員会・富山県会員懇談会
平成6年6月4日〜5日

備考
開催塘所

母校の寄付政策と支援方法
石川県片山津温泉北陸グランドホテル
第4回役員会・石川県会員懇談会
平成6年2月19日〜20日

福井県福井市料亭丹巌道
第1回特別会員懇談会
平成6年1月29日

京都市
衣笠キャンパスさよならツアー 親友会第14回定時総会
平成5年10月17日

長野県松本市松本マウントホテル

本部定時総会へ向けての取組み方法
第2回役鼻会・長野県会員懇談会

支部の活動方針．支部会費徴収方法
平成5年6月19日〜20日

母校への支援方法．特別会員の入会承認全国校友 大会に参加．「大野実佳子を応援する会」に入会
京都市烏丸京都ホテル京都市部ホテル
第3回役員会・会員懇親会
平成5年10月16日

新潟県月岡温泉ホテル清風苑
第1回役員会・新潟県会員懇談会
平成5年2月20日〜21日

記念講演「理工学部拡充移転と学園の将来展望」 田中道七教授
富山県富山市名鉄トヤマホテル
支部設立総会・祝賀会
平成4年9月19日

国際ホテル
福井県芦原温泉
支部設立準備委員会
平成4年8月22日〜23日

事業名称
開催年月日

平成7年11月26日
立命館大学機友会ニュース
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北陸信越支部の活勤概要

平成6年9月17日 第2回支部総会・懇親会 福井県福井市福井ワシントンホテル 支部旗贈呈式記念講演 「びわこ・くさつキャンパスの現状と将来構想」 酒井達雄教授民謡歌手田中憤子嬢出演

各県支部長にもご臨席を頂きました︒

開催されました︒この総会には校友会

七︑酒井達雄の両教授のご臨席の下に

より島田泰男会長︑大学側より田中遺

平成四年九月十九日富山市内︵名鉄
トヤマホテル︶において︑機友会本部

懇親会では民謡歌手・田中憤子嬢︵当

会長より支部旗の寄贈がありましたハ︶

されましたハ︼総会に先立ち︑島田泰男

総会が平ム堅ハ年九月十七日福井県福井
車内︵福井ワシントンホテル︶で開催

川．第二回支部総会

合ってきました︒

に当支部として入A干レて校友の活躍を

毒手﹁大野実佐子を応援する会﹂

一環として参加した全国校友大会の折︑

また︑平成五年古告蔀会員茹雲の

て更なるお願いをしている現状ですハ⁚

部役員会で決定された目標金額に向け

を直接お願いし︑支部で拠金を取りま

に取り組み︑支部会員に寄付のご提供

▲●．支部設立総会

なお︑簑霊長には本支部の

時︑産業社会学部四回生︶をお招きし

部の会則には﹁特別会員﹂制度を設け︑

ていくことも必要との考えから︑当支

その活動を地域に密着させ理解を深め

機友会会員による支部活動に加え︑

ました︒支部の集いにはバッチの着用
と支部旗の掲揚により連帯感の高揚に

いし︑本部のご理解の下に実現いたし

し上げて参りました︒雲宍ッチの
作製と等及び支部旗の作製をお願

より本部に対していくつかの提言右申

機友会活動の活性化のために当支部

陰ながら援助し︑応援しております︒

までに二回の納入を行い︑現在︑当支

とめ本部に納入して参りまして︑これ

参与として活動へのご支援とご協力を

て﹁民謡の夕べ﹂が催され︑安来節を

支部活動に協賛頂ける法人または個人

役立っております︒

支部規約に則り︑二年に一度の支部

ラクションで得た収益金を母校への支

頂いています︒設立総会祝賀会のアト

はじめ美声をご披露いただきました︒
互 特別会員制度

梓を取り払った裸の付合いから始まる
ものであり︑お互いに讐口わせて近

います︒現在八名の特別会員︵男性二

を会員としてお迎えすることになって

部からの寄付金第言亨として納付しま

況を話し合っことが必要であるとの考

の懇談会を開催しました︒とは言って

福蛋ハ名︑富山県一名︑長野県一名

名︑女性五名︶が入会しております︒

の益々の活性化に向けて︑会員相互の

支部設立後三年を経過し︑支部活動

支部会月の相互理解と情報交換は︑

二 会員相互の親睦活動

した︒

えから︑支部創設期の事業として会員
も支部が広範囲に広がり︑全支部会員

画の立案を図って参りたいと老えてお

和と輪の広がりを目指して︑新たな企

切にお願いする次第であります︵し

ります︒会員諸兄のご理解とご協力を

︵スペイン語講師︶も在籍し国際交流

にも一役かっています︒これまでに特

であり︑その中にはスペイン人女性
開催してきました︒各県における懇談

別会員の集いを四回開催し︑親睦を深

が一同に会することは困難なことから︑

会の準備は副支部長︵各県に一名配置

についての理解を得てきております︒

めると共に支部嚢ひに母校の現状

役員会と併せて各県で順番に懇談会を

︶と県担当幹事長にお願い致しました︒

このような活動の中で︑母校への寄付

﹁杉本・笠井会﹂

近藤誠宏

研究室・同窓会

開催日と開催地は表に示す通りであり︑

主要な議題を備考に記載しました︒

の拠金を頂いておりますことは︑誠に

活動にも積極的にご協力肇多額

有り難く感謝の限りであります︒

約二カ年で各県を一巡し︑現在その
県では多くの会員が出席下さり︑会員

六．母校への支援活動と相互協力
支部活動の大きな目的の一つに母校

二巡目に入っております︒それぞれの

相互並びに役員との賓を深めて参り
ました︒同一の県内においても日頃は

への支援活動があります︒この支部の

今年︵一九九五︶三月十一日︑早春

方法は金銭の提供のみではなく母校

のよく晴れた朝︑杉本先生の計報を受

学生時代を懐かしみ夜遅くまで懇談し︑

ものと考えおり︑前述の特別会員制度

けた︒つい一昨任先生の傘寿のお祝い

顔を合わせることの少ない会員同士が︑

校歌や応誓丁生時代にタイムスリ
ップして肩を組み合って歌っているの

ていると思います︒当支部ではこれま

は母校支援に対し妻役割を担っ

集まったときにもお元気なお姿を拝見

とて︑﹁杉本・笠井会r OHの面々が

︒ハス︶充実のための寄付活動に積極的

でに理工学部︵びわこ・くさつキャン

の情報を地域へ伝達することも大切な

談会には機友会本部より先生にご出席

か印象的でした︒これらの役具で懇

去ヽ本部と支部との緊密な連絡を取り

撃母校の現状に付いてのお話を頂
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しゃったのが印象深く残っています⁚⁚

を思い出されるかのように箱いていら

Bが︑学生の頃の先姓との思い出など
を次々と披露した話に．つ．つの場面

しており︑その折には各卒業年度のO

きると思いますハ⁚

しい出会いが︑唱父を温めることがで

数の参加をお待ちしています︵⁚素晴ら

わりをお持ちになた方々も含めて︑多

等なにかと杉本・笠井両先生と関

たいと思っています︒学生時代︑卒業

〇七七五−六六−⁚ 二︑FAXO
七七五−六．−二六六丘︶までお願い

なお︑本会についての連絡等は立命
館大学機械工学科の山几先生︵TEL

と老えておりますハ︶

は泉と同義諸であり爽やかな語感があ
って良いのではないか︑又新しさをア

検討を重ねた結果︑酒井先生の﹁井．﹂

井先生各品で心にリフレッシュして行こ

﹁オアシス会について﹂

会長 小野健二︵昭和三十年卒︶

経緯∴

酒井先隼

形式で開催
会則の確認︑役員の承認
講演﹁立命餅入学の近況と研究室の

ム患仲焦佃部主査

大金

晋

﹁塵喬介の動向と．提案∴二菱重工

第五回一九九日二門．三

︵昭和三上一一年卒︶

﹁オアシス﹂という事になりますので

末川記念会館にて
∵ 藤谷先生一周忌追悼の儀

轟て来たみんなの気持ちからスター

に思い自然発生的に﹁泉﹂のように湧

しのんで﹂

記念映画∵ありLHの藤谷先生を

もともと本会は藤谷先生を父親のよう

前記の愛称に決定した訳であります︒

のでは・・・等の意見から﹁泉﹂は

ピールするためには片仮名の方が良い

うとい−ユ事から関係者の間で繰り返し

また︑今年の正月には例の先隼の特徴

第．回
．九六二︵昭和三十八︶年十一月
松山閣

正号館の内燃機関研究睾完成

﹂九六七︵昭和四十二︶年 某月

第二回

ー藤谷・酒井研究室同窓会−

ーレます︒

のある字で書かれた年賀状に先隼のお

元気なお姿を想像できたのに妓念でな

﹁杉本・笠牙竿の始まりは古く

りません︒ご冥福をお祈り致します︒

四年︵昭和二十九年︶は︑もちろん︑

杉太先生が立命館に赴任されたJ九五

二．総会にて講演
﹁アメリカ留貰顧みて﹂酒井先生

トしたものであり︑そういった面から

も今後共旧父を温め︑母校との交流を

機友会の皆様お元気ですか︒このた

び﹁戦友等一ユース﹂創刊を機会に︑

﹁ユーシン精機と私﹂ユーシン精機

対嵐坊

はかる予憩いの場オアシス．として育

杉本研究室総会

血皐里な紙面をお借りして当会の活動状

から懇親会は開催されていました︵∪昭

第三回
一九七四︵昭和四十九︶年 六月

てて行きたいと思っております︒

現在︑最年長のOBの方々が学生の頃
和三卜年代は︑各卒業化し年度毎に研究

況を紹介させて頂くことになりました︒

変わらぬご支援をお願いすると共に︑

最後に本会の経過を紹介し今施盟ハ相

杉本先生の還暦の祝い 都ホテル

志が皆様に呼びかけて藤谷先生の還暦

機友会の益々の発展をお祈りして終わ

一．総会特別講演﹁電気を斬る﹂

テーションにて

一九八〇年一月︑藤谷研究室同窓の有

一九七九︵昭和五仁四︶年一月

祝賀ハITィを開かせて頂いたのが︑

りたいと思います︒

第四回

杉本先生のご退職記念

本会の始まりであります︒それを第一

新都ホテル

当たります︒当初は藤谷研究室の仲間

藤谷教授還暦祝賀記念パーティーを
開催

藤谷研究書同窓会の発足を兼ねて

京都ホテルにて
が集まって語り合う場としてスタート

集まりを持ち︑今年は発足十五年目に

第一回一九八ハし．一．二七

﹂九八四︵昭和五十九︶年十一月

第五回

杉本先生の古稀の祝い
からすま京都ホテル

第三回一九八四．八．二六

末川記念会館にて
酒井先生歓送会︵英国ハーミンガム
大学に於ける国際会議で研究発表の

た
め
︶

米国ワシントン州シアトル市のワシ

末川記念会館にて

命館専門学校工学科機械科︵未川博総
長︑？工学科部長︶急・業した者九卜

長︶に入学し︑昭和二十二年三月に立

に︑立命館大学蛍門部工学科機械科

名簿登載者一四玉名
﹁二十二世芦は︑昭和十九年四月

小井 実︵昭和二十二年卒︶

壷郡芸術家国保組合副理事長

二十二機会の五十一年

草創期の思い出

二．．同窓会だよれJ NO．3発行

小野健二

︵株︶井上電撃所理事

回と考えますと昨年暮れには第七回の

社長 小谷 進︵昭和四十二年卒︶
三．同窓会だより．NO．1発行
第六回一九九四．一二一〇
びわこ・くさつキャンパスコアス

室のOBが集まっていたが︑昭和四十
の連絡もさることながら縦の連絡も密

年代に入ると︑OBの各年度ごとの横
にしようと言うことで︑また︑先生に

も卒業年度ごとに毎回ご出塊噸っより
しく話もはずむのではないかというこ

まとめて面倒みてもらう方が︑より楽

とでOB全体の集いとして計画される
ようになれ′ました︒

出身の関係者どなたでも参加OKです︒

杉本・墓相先生を因み︑楽しい会合

ます︒
さて本会の詳細経過は後にゆずるこ
ととし︑その愛称である¶オアシス会

講演こ剛回出席の国際会議を顧みて
が教授に昇任されましたのを機会に︑

ントン大学への一年間留学される酒

第四回一九八八．九．四
又新しい会員の中には∴膝谷先生▼の

井先峰の歓送会を兼ね︑初めて総会

一について少しお話ししておきたいと
思いますハ⁚⁚九九二年四月︑酒井先生

第二回一九八一．三一五
力を得て会茅重ねる毎に内容も充実し︑

した訳ですが︑熱心な仝台貝諸氏のご協

一九八八︵頃撃ハ十三︶年 六月

第六回

中川会館にて

り杉本・笠若草には︑特別な会則

第三回の時には藤谷先生の後継者とし

酒井先生歓送会︵英国ワーウィック
大学に於ける国際会議で研究発表の

や固定した会員の定義など竪苦しいも

笠井先生のご退職記念

ての酒井先生のお名前を入れ︑﹁藤谷
・酒井研究室同夏至となり︑さらに

た
め
︶

のはいっさいありませんハレ機械工学科

一九八八年には同窓会々別が制定され︑

からすま京都ホテル

一九九ハ︶︵平成二︶年 十一月

第七回

の集まりといえます︒過去第⁚国から

を催すことにご賛同いただける人たち

総会と講演会という女史宜ハに充実した

二月

京都釆急ホテル

J九九二︵平成五︶年

第八回

アピカルイン京都

杉本先生の傘寿の祝い
第九回

同窓会としての形が整ったようであり

杉本先生の喜寿の祝い

第六回はほぼ五年間隔で︑何か節目に
なるときを記念して開催し︑第L同か

らは二・三年間隔で開催してきていま

す︒その都度一〇〇〜﹂五︹︶名のOB
りました︒しかし︑次回︵第九回︶か

が集い大変な熱気と感動で開いてまい

お名前︑お人柄を全く知らない方々が

︵中川小十郎総長︑本野亨工学科部
杉本先生をしのぶ会 京都ホテル

次第に増えて来た事もあり︑今後は酒

一九九五︵平成L︶年 十﹂月

なれませんが︑生前から賑やかで楽し

今後もこの様なかたちで続く限り
へ杉本・管甘宝 を開催していきたい

らは残念なことに杉本先生はご出席に
いことが好きな先生でしたから今回も

盛大に﹁杉本先生をしのぶ会しを聞き
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二十二年∴月卒業者が二名など︑名簿

名のほかに︑昭和二十年終戦後の転科

名である︒

名︑死亡者卜七名︑所在杢明者五十八

等持院北町の衣笠学舎二階の大教室で

を見舞い︑贈呈

拠出三十三名︑四七五千円︑沼田君

在学中︵昭和十九年四月了昭和二十

あったが︑未川博総長の．平和日本云

業証書が手交された︒

々．の祝辞の冒頭に学生の一部が騒ぎ

二年三月︶のことは︑山田元助君が︑
﹁立命館大学理L港孟聖ハ十五年小史﹂

出し︑早々に中止され︑各科ごとに卒

まだ復興ならず︑就聯ゑ警彗警察官

連日が多忙で同期の者が来ることもな

たで本会のメンバー各位とも現職中は︑

﹂が開催された際︑六名の同期生が参

深く感謝致しております︒このような

れぞれ力作をお寄せ頂きましたこと︑

をお願いしたところ︑ご多忙の中︑そ

ました︒多くの会員諸氏に各種の執筆

会長︶右品で心に諸準備と編集にあたり

り︑企画事業部会︵部会長・大金晋副

﹁機友A守一ユース﹂を創刊するにあた

このたび立命館大学機友会の会誌

本紙編集事務局

幻の衣笠寮々歌︵二十二機貧碁哲

︵﹂九八0年三月二十五日発行︶に．

戦後丁と四編にわけて記述してくれて

国家の警ハに歩んだ学生時代．
と題して︑．農村・飛行場・工場・終

地方公務員等になった者もかなりあっ

また︑藤谷先生勧退職記念文集﹁立

く︑機友会総会の際等に︑哀郡在住の

卒業後は︑日本の機械関係産業もい

い
る
︒

九日発行︶にも︑．激動の機械科学生

命館の風雪▲■ ︵娼型ハ十一年六月二十

開︑悔いなき青春などとわけて記述し

︵小屋原︑qJ票而工場︶︑終戦︑授業再

事の中で︑戦時下での入学−勤労動員

時代−戦後−終戦−蒜と題する記

若干名が顔を合わせる程度であった︒
同期生の集ま旦万
頃型ハ十一年六月二十九日︵日︶午
後︑京都ホテル︵旧︶三階松の間で︑
同期の島田泰男君蓋人総代にして
﹁藤谷景三先生勧退職記念パーティー

てくれている︒

加していて︑誰云うことなく﹁同期の

報告するのか自然でありますが︑実は

趣旨の記事は零編集後記としてご

七倍の競争7
校四年生終了でも受験できた︒また︑

それ以降﹁現在に至る経緯の大略を

集まりをやるつ﹂ということになった︒

昭和十九年からは︑専門学校もや芋

に︑機械科卒業︵二カ年六カ月の繰上

前掲の﹁二十二襲至小井実氏に執筆

いていたようであります︒その頃︑学

も激動期にあり︑波瀾万丈の日々が続

員各位の学生時代は日本も立命館大学

れているように︑﹁二十二機A至の会

それは︑小井氏の文章中にも触れら

て頂きます︒

見がありましたので︑ここに紹介させ

依頼を申し上げ︑原稿をご準備頂ぐ過

以下にご紹介させて頂きます︒

程で一つの興味深い出来事あるいは発

︵昭型ハ十二年五月二十三日︶

卒業四十年の集い

工学科は徴兵延期の特典もあり︑さら

げ九月卒業︶後︑四カ月で︑陸軍技術

少尉︵大学卒は中尉︶で軍需工場の監
督官になるなどのこともあり︑さらに

計二十二名

来賓二名︑董世話役一名︑

また満州国政府の給費委託生制度もあ

って︑応募者孝入学試験は七倍

︵平成元年九月十日︶

ひよこさんを偲ぶ昼食会

の競争率だったと聞く︒

戦後の編入もあり︑最年長者は大正

八年生まれ︵平成七年軍工ハ歳︶

来賓二名︑学友十三名︑世話役一名︑
計士ハ名

行われていたと伺います︒このような

生寮は学生生活の大きな拠点でもあり︑
寮生活を通じて人間形成や各種裏が

と八歳もの差があり︑中学校五年卒業︑

から︑最若年者は︑昭和三年早生まれ

︵平成三年十月十三日︶

学生寮にとって︑寮歌は特に大きな意

二十二機会懇親会

名︑計二十三名

来賓一名︑学友二十一名︑世話役一

思いは変化を重ね︑最近では特別な儀
式でもない限り寮歌が歌われることは

しかし︑歳月とともに寮歌に対する

の﹁寮歌．﹂が歌われたようであります︒

として︑日常的にそれぞれの寮に固有

四年修了︑工業学校卒業︑商業学校卒
業︑専門学校検定合堕考満州国から
の派遣者︵委託生︶など多士済々であ

︵平成七年三月〜四月︶

義援金拠出と曜災見舞い

来賓四名︑学友十五名︑世話役一名︑
計二十名

︵空埜ハ年五月十五日︶

る︒したがって︑機械科学生は寮生
︵出町寮︶も多かった︒

転学者十名︑中退者が四十二名︑昭和

条 章 で の 後

味があり︑連帯感や情熱の発露の手段
都市在︑立命館校友会幹事︶︑島田泰

入学五十年記念の集い

登載者は．四五名である︒

世話人は四名で︑青木一夫︵大津市
在︶︑中井実︵いざらい・みのる︑京

色恋判明者七千名

大路烏丸にあった立命館中学校二階講
卒業式は︑昭和二十二年三月某口︑

入学式は︑昭和十九年四月某日︑北

男︵京都甫在︑現機友套会長︶︑山旧
元助︵草津市在︑機友会滋賀妄部長︶

萱で︑中川小卜郎総長の訓示藍聞いた︒

昭和∵卜．▲年に工学科機械科を卒業
したので︑ 二十二l一と︑期を機にお

で
あ
る
・
・

還ハ隼四月現在︑住所判明者七巨

芸 の こ 高

きかえて︑ 二十二軍竿と名付けたハ∪
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四．愛宕おろしの肌寒く

かもしれませんハ︶何れにしてもその後

学院が出来︑あまり意味はなかったの

すが︑ほんの十一年したら立命にも大

谷lで．消し︑豪勢にも和やかな懇親
の中にて︑会の名称を宗徒美本∵こ藤

和正仁．∴年九月千五日庭園旅飢︑．古知

なくなりました︒とりわけ理工学部に

粉雪斜めに降りしきり

の後も藤谷先隼の存命中は毎年心曳か

谷景三先隼に命名して戴きました∵そ

恩師藤芥景三先壁の没後二年程は中

れる同期の集いを進めて参りました∵

は酒井達雄先姓を通じて︑二卜六年卒

断しておりましたが︑平成二年九月に

で入学も同じだったと思います︒何か

あの頃は日本全体が発展途上の状態

たい⁚

京大に移籍し︑定年は雇人で迎えまし

金閣萱に夜はふけて

哩火おこす学人の

衣笠寮は寂として

おそらくすでに印刷された歌詞はモ
これを実際に歌える卒業生については

嫁の深い∵奄楽々歌しについては︑

皆無に近いと思われます︒このような

真理探究の剣水る

れました︒その後もどんどん発展を続

と不自由なことはあっても活気が見ら

趨勢の中で︑﹂．仁．一健筆メンバー
の小橋昇氏は五官事々歌トをよくご
うであります︒学隼寮はすでに廃止さ

ご同慶の至りです︒この近代的なキャ

り正てて頂きました︒総長大南先隼か

閲護旅先隼もお招きでき︑衣等会を盛

の衣等会に人面総長先生をお招きする
事ができへ又︑京都に帰ってこられた

け︑現在のように立派になったことは

ンパスを土台として︑⁚層研究教育に

連絡をお待ち致しております︒

りたく＼我こそはという御仁からのご

音感豊かな方にこの方面のご支援を賜

て︑是非とも楽譜の形で残したいとの
ご意見も出されています︒どなたか︑

れば小橋氏に歌って頂きながら採譜し

なお︑楽譜がありませんので︑でき

義を始めました︒それまで京大の教養

ていた知人に勧められ︑講師として講

た︒当時立命館大学理工学部に在籍し

学大学院の応用数学科に一年間いまし

換留学生としてアメリカのブラウン大

までわたしはいわゆるフルブライト交

は一九五五年四月から一九六一年三月

私が立命館入学にお世話になったの

杉本教授と同じ部屋で過ごしました︒

工学に勉学の志し豊て頑張った古き
青春の思い出は︑同期の者の心の奥深

の産に対し︑酉の立命館といわれる

社会的水準に在ることや︑研究施設の

新キャンパスを滋賀の章津に開設させ

拡充には総合理工学研究機構をもった

たい構想など次元の高い畏壱なお話を

がこれからという時代に巡り合わせた

また︑誇りを感じた次第です︒

拝聴し︑卒業生の一人として頼もしく

衣笠の校舎の研究室は当時はまだ木

衣笠会も回を重ねるにつれ︑恩師藤
造で︑その二階に︑今は亡くなられた

谷景三イズムを継承すべく教授酒井達

雄先生にお願いして︑第十一回はびわ

振動工学︑流体力学および外書購読の

御の分野も当時はまだ科目がなく

わけです︵⁚今と比べると質素な研究室

たので︑便利な交通手段が欲しかった

時私は東大の制御研究室にも行ってい

諸君の注目を浴びていたようです︒当

を開催することになりました︵︶恩師の

京都四条通りの大江戸本店にて第一回

春の郷愁が同窓会となり昭和五十二年︑

到達したのでしょうか︑誰とはなく青

感もあって人生の足跡を顧みる年代に

経済の成長に寄与して来た誇りと満足

でしたハ︶

会にとっては大変有意義な勉強の一口

たく日の近いことを身近に感じ︑奪

る企画と優秀なる人材が︑世界に羽ば

縁について酒井先生から講演を拝聴し︑
母校立命館大学の将来に備えた遠大な

ンビナートに関学きれた理工学部の奇

こ・くさつキャンパスに箕Pし︑素晴
らしい研究施設の見学や古代の製鉄コ

講義を受け持ちましたハ︶学生諸君は非

でしたが︑実験に使える研究費などは

藤谷景三先隼をお招きして︑再会の喜

がむしゃらに働き歳月は流れ︑日本

仲間が衣等校舎に集い︑暗中模索の中
で産業の機械化こそ基幹と考え︑機械

敗戦の惨めさを体験し︑戦後の復興

らは理工学部の私学での位置づけは東

成果が上がることを願ってやみません︒

衣笠寮々歌

のに︑バス等は不便な為︑私はいわゆ

松ケ崎の方にある自宅からここに通う

く潜んでいたことと思います︒

衣笠は青春の思い出

一．聖の桜欄漫と

部で応用数学の講義をしたことはあり

いましたが︑後で聞くと︑これは学生

る自動二輪車︵350cc︶を使って

藤谷 勝︵昭和二士ハ年率︶

京洛の人憤る

えておりますハ日払の専門である自動制

ましたが︑工学部での講義は初めてで
したので最初は緊張していたことを覚

紫紺の雲がたなびけば

常に熱心で︑数学的な点について︑よ

望通りに行っことが出来ましたハ⁚大学

割合に潤沢で︑おかげで実験は大体希

間での六年間であります︒この前の年

春日再び回り来て

︒
す

る﹁衣笠寮々歌﹂を掲載させて頂きま

せんので︑ここに小橋氏のご記憶によ

保存されているかどうか定かでありま

れて久と印刷された衣笠寮々歌は

記憶で︑今でもH遊むことができるそ

私の立命時代

明石一

を受け持って頂いたことによります︵︶

衣笠山の老松に
興亜の覚悟いや高し

生諸君が楽しみながら外国の文献を読

く質問されたものです︒外書講読は面
白そうな英語の技術文警選んで︑学

興亜の寮はたそがれて

三 秋暮れのもやあいあいと

遠く亜細亜を偲ぶかな

得られたと思いますが︑これは運良く

に苗やまれた環境で︑ある程度の成果が

があったようですハ⁚研究の面では幸い

む力をつけるというものですか︑効果

たのに六．咋四月に招かれて同志社大

れ︑張り合いのある生活が送れたと思
っています∵既に教授に任命されてい

将来の発展に対する強い意欲が感じら

自体︑出来てそう問もない頃ですから︑

常任幹事の記録によれば第．．回は昭

開催時期も決まり︑有意義な同窓会だ
ったことを記憶しています∵

で今後の運営も協議し常任幹事と次回

を暖めることが出来ましたハ∪その勢い

しさ思い出に花が咲き︑お互いの旧交

びと幸せに歓声を上げ衣茸校舎の懐か

奥村幸雄さんのお人柄と情熱の賜物で

今日まで会の運営が着実に実施できた

々しく在りたいと念願するものですハ

永遠の苫盾を語り警いつまでも若

なく︑卒業生として衣笠根性を持って

星座静かにまたたけば

双ケ丘のカ書呵く

二．紫勾小黎明の

朝道道の若人が

興亡歴史や夢の跡

現在大阪教育大学教授の寺石稔先生に

究に有利だろうということだったので

学に移った理由は︑人学院があって研

私達の同窓会は年と共に老いること

希望の警っそぶきて

仁和の寺の塔高く

減衰による鋼材の疲労に関連する研究

研究助手として来ていただミ超音波

あることを付記させて頂きます・⁚

ことは京都西陣にお住まいの常任幹車

はるか故山を偲ぶかな

越路の雁の一群に

日々であった︒そして︑戦時下で仕方

の学生隼活は︑決して楽なものでなか
ったが︑平和の有り難さが痛感される

左二インフレーション忘爵絨資不足

が築かれる事になったが︑戦後の急激

私はその夜︑中国系の人々と接する

感銘をつけたハ︶

意味を知ると共に︑その考え方に深く

の話で⁚人を信用する二︶との本当の

ます∵ ▲と言うお話であった︒私はこ

任を相手に転化しないと言う事であり

その人が悪いのでなノ＼その人を信用
した自分が誤っていたのであって︑責

信用した人に裏切られる事かあっても︑

る雑炊を食べながらよく働いた︒職場

我々は︑﹁大豆かす﹂の飯や顔が写

わり︑志気と生産の向上に努めていた⁚い

あった︵い海軍の将校も絶えず現誉ま

技師に相当する現場出身者の職名︶で

所属工場の工場長は藤井工場長︑現
場の指導者は平塚工師︵工師とは学卒

ン叫の心臓部である事から高精度の什

ンク︑シャフト

山田元助︵昭和二十二年卒︶
還ハ隼．．月二土ハ日︑立命館大学
びわ二・くさつキャンパス︵BKC︶

ヒげが要求されたハ⁚

の生産で︑叫エンジ

がなかったものの二年間の過半を動員

事かあり︑時には信用していた人に不

い技術者である一方︑鵬クランク心の

で寧っけた平塚工師は︑厳し

難しい事を経験したハ︶

及び原動機︵菅原︶︑精密機械・精密
測定︵佐々木︶︑流体力学︵藤本︶︑
機械工作法︵菊川︶︑内燃機関・機構
学︵小林︶︑材料力学︵酉原︶︑紡織
機械︵鹿野︶︑精密測定・流体力学
︵沢村︶︑工作機械︵桜井︶︑数学
で過ごし︑私自身の基礎学力の不足を

測の事龍巻っける懸念がある事もあっ

機械設計︑熱力学は機械科専任教授

︵曽我部︶︑国学︵池田︶︑英語︵増

痛感した︵り現在の学生諸兄諸婦の恵ま

たか︑相手が逆境の時でも自力信用の

す厳しく︑不足になった労働力供給源

戦局の進展と共に軍事教練もますま

学科部長の本野先生から︑﹁人事を尽

二十一年の賀私は︑はからすも工

終戦後の混乱もやや落ち着いた昭和

三

に応えて頂だけ︑すべて解決出来た事
があった︒

心を打たれた︒︵後年同氏は︑同から

はここまでになられた平塚工師の技術

たいり

として勤労動員が強化され︑農村︵島

風雲急を告げる昭和丁九年暮頃︑私

褒賞を受けられたとの事である︒︶

神様と現場の人々に尊敬されていた︒
一般工員時代﹁これは平塚が造ったも

琵琶︑狂言︑民謡と多彩な催しがあり︑

︶に勤労動点された︒

達機械科同期生の殆ど︵一部は京大へ
︶が神武第八製作所︵三菱重工業・桂

学校も徐々に落ち葦学園の基礎

野︶︑独語︵雪山︶等々であり甲国語

れた環境をうらやましいと思うハ⁚

午前十時二十分から式典があり︑正

の日下部先生︵以下敬称略︶蒸気機関

で開学記念式典が挙行された︒当日は
の時間もあったハり当時︑新進気鋭の若

三 在学中に得た二つの教訓
︵一︶ ﹁人事を尽くして天命ネ待つ﹂

﹁激動の機械科学生時代と恩師．

快晴︑まさにBKCの新しい門出にふ

い藤谷景：先生には製図を教えて頂い

先輩から得た教訓﹂

さわしいHであった︒

能掌とり続けた所︑よiWヨ方の信頼

私も出席者の一員として理工学部の発
根県二瓶山麓の小屋原村︶ へ︑又飛行

くして天命を待つ﹂と書かれた色紙を
頂いた︒︵写真参照︶
本野先生は︑戦時−終戦−平和への

午から祝賀会があった︒祝賀会では︑

展を慶祝したが︑五十年前の衣笠在学

激動の難しい時期をご苦労右重ねられ

詔勅の きジオ﹂放送があり︑終戦︑

突破されたのであろう︒この銘は︑強

幾多の撃この座右の銘をもって

日の基礎を築かれた方である︒先生は

四時間体制で何万人かの人が働いてい

徴用賀勤労学徒が広大な工場で二

日︑大事璧奉戴日︑我々機械科同期生

一週間で終戦という昭和二十年八月八

その時は知る由もなかったが︑あと

や仕事に対する倍数へ厳しさや努力に

なかったと伝説のある人であった︒私

のである一と言えば検査工は検李をし

当時を偲び︑全く感無量であった︒
いえども︑勉学どころではなくなった︒

場︵明野︶の建設︑更に軍需工場︵三
重工業・桂︶ へ動員きれ︑理工系と

て切り抜けられ︑理工学部の発展の今

我が学園は戦時色を強めていたため︑

い励ましの中に︑諦観も含まれており︑

その先輩の話の中で特に印象深かっ

事を知っている︒正に撃だったハ⁚

部が工場の職場にふみとどまっていた

避難したが︑匪琶所長以下上場幹

は避難命令のまま︑工場外の防府壕に

を組んで飛来し空襲警報発令で︑我々

が神武第八製作所の上竹重々と編隊

戦争末期︑米国の大著29

い平塚工師が破顔一笑私の肩をたたい
て下さった要思い出す︒

私も含まれていたが︑式後︑あの厳し

別に動員学徒十名の個人表彰があり︑

︶と共に選ばれたのである︒

第三高等芋礫と旧制京都第一工業学校

学校︑大学の中から︑他の二校︵旧制

ラウンド﹂で整列する甲で︑海軍航空

は工場を引きあげ︑ひどい毒難で一

えある団体表彰そっけた︒多数の動員

監督官小川海軍大佐と季軍功長から栄

︵現二十二機会︶は全員が工場の﹁グ

創立以蓋有の苦境に立った︒私達

海軍航空監督官の下︑三菱重工社日月

素晴らしい技術者

私が立命館専門学校工学科機械科に

一．激動の三年間︵戦時−終戦−平和︶
昭和二十年八月︑望空合王の終戦の

在学したのは︑昭和十九年四月〜昭和

二十二年三月の三年間で我国歴史上で
も誠に重要な激動の時期であった︒正
に非常時で文科系の学生は学徒動員で
戦場へ︑理科系の学生は徴兵猶予で勉
学を続行できたが国の理工系に対する

︒
た
所長は季家孝氏︵後に三菱重工社長︑
会長︶︑監督官は小川海軍大佐だった︒
私は本野先生のご厚情に感激し︑こ

人事をつくした人に安らぎを与える面

その後︑学生は徐々に学校へ復帰し︑

時故郷に帰るものが多かった︒
大学では末川博先生が多大の期待をも
って迎えられ︑学園の民主化と近代化

我々聾同期生の職場は︑﹁クラ

要求は厳と怠惰な勉学が許されず

が進められた︒

があり︑誠に含蓄の深いものを感じる︒

憲兵が学園を出入りする緊迫した状勢
卜であったっ

の色紙を大切に爾後五十年間居間に掲
げ︑困った時にはこの色碧見ては自

︵二︶自力信用

い
る
︒

省し︑先生の在りし日の馨を偲んで
に︑今後の学園民主化とがからんで︑

授業面では︑学期末試験の再開時期

入学当時の工学科は校舎こそ木造で
あったが︑老松が幽遂な池に美しい影

工学科の﹁スト﹂が提唱され紛糾した︒

戦時中の昭和十九年の或る日︑工学

をっつし︑縁の美しい学園で︑広大な

日本刀鍛錬所︑馬場等が占在し︑衣笠 筍 試 蓋 し 今 後 の 活 動 を 通 じ

科の学生全員が校庭に集められ︑旧満

敷地には校舎や実習工場︑特色のある

て工学科の新体制をたてることで重患

州で活躍されている先輩の講演を聴く
機会があった︒
たのは︑﹁中国に自力信用と言う言葉

遥莞髭聖・＼￣てこノ・−ヤ∴一1・！、・

禁裏遥遠蒜

の緑につつまれた美しい﹁キャンパス

が収拾された︒私は機械科二年の総代
をしていたので︑各科の総代と共に旗
を振った一員であったが︑日下部先生

があります︒人を信用する時は︑すべ

■
ノゝ入
一

であったハJ

から私のF宿へ深刻な事悪を憂慮する

機械科︑電気科︑化学工学科︑土木

科︑採鉱冶金科の五科喜する工学

手紙が届けられたりした︒その時︑旗

て自分の責任で信用し︑たとえ自分が

先牡であり︑機械科の先生も誠に多士

を振るよりも︑∵スト﹂の収拾の方が

科の部長は︑一茂屁大工学部長の本野亨

済々であった︒

寝謳顔攣
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率い爆弾が投下されぬままに終戦に
くれて︑友の話や︑また学校に出るよ

き帰りに等寺院両町にあった家に来て

研は姫−二人に移られた桜井先隼の最後

さて︑単位の修得も羞々と進み︑卒

についてしてあったか︑恩ある人先隼

のゼミ隼として1．軟鋼の掠れ聾

の前での最終試問では︑あがってしま
って何を聞かれたのかも思い出せなく

しかし︑世の中は思い通りにいノ＼も

終わった！．の感あるのみであった∵

やっと来たか

とか叫早く学校だけにしろ■と皆から

たまに学校に行くと

ハヤリもので不健康そのものであり︑

当時の私は︑夜を中心とした生活と

う誘ってくれたハ⁚

心の内の一つの横友
大金 晋︵昭和三十二年率︶

なったが何時爆撃されても︑盃心議で
ない状況だった日払は産業人のその姿
に深く感銘した︒我々動員学徒の中で

級友の田荘暫大君が所川で広島に帰郷
した所折あしノ＼広島の原爆にあい亡
くなられた痛恨の出来裏もあった⁚い

そんな或る日︑片岡君が家にやって

厳しく練められていたハ⁚

ガイダンスの日であった⁚レ教室に入る

て五回生に進むのであった︒

のでなく︑丁場実習Ⅰ・Hは同一年度
に取れなく工場実習＝の必修を規し

昭和一．仁七年四月︑機械科新入生の

話は関学記念祝賀会に戻る︒

て聞いておられたハ⁚今口一緒に行って

それからは︑必修の修得と∴般教養

きて︑﹁桜井先生が君のことを心配し

の可の取り直し︑藤谷先生から﹁卒研

いか︒一人は︑京∴中から山城高校へ

で︑学校に行き先生にお会いしたとこ

挨拶したほうかよい．と真剣に話すの

の続きをやれ﹂とのご指示もあって︑
ゴールを目指すのであったか︑その間

と︑見覚えのある顔か．．人いるではな

は︑嘉一∴中から新制度の学区変更で鴨

と一緒に学んだ岡本壮．右⁚もつ▲人

おやじのような三げを掛けてくださっ

ろ﹁元気にしているか？頑張れよ﹂と

祝賀会場は喜びと活気にみちていた︒

片岡君には格別の思い出があった︒

析朱雀高校へ行った片岡博君であった︒

は大爆笑でわいた︒

かと思いました︒﹂と述べられ︑会場

まれ︑福井∵屁彗栃木への疎開︑京

父の職業の関係で︑群馬県の桐生に生

か﹂と士だを掛けてくれ︑これが藤谷先

た︒また︑横に居た人が﹁君が大金君

・笠井先生のお声掛かりで機械科軟式

にも新たな機友との出逢いが数多くあ
っ
た
︒

野球チーム∴アキレクボーイズ﹂を編

かしノ＼また私自身生まれて初めてで

内藤君や吉田君など︑今写真茅手に懐

このような田巻筆と︑当時はやり出

生との出逢いであった︵レ

んな場面が浮かんでくる︒

最後の右中間ホームランを打ったのを

したマンボ︵ラテン︶がジャズとの区

・夏の或る夜︑南郷洗堰下流にあった

ったが︑二年の時︵昭和二巨二年︶

う事情もあり︑祭りなど全く無縁であ

疑問もあって︑今迄の生活と決別し︑

正田君の家で製図をやると集まって︑

成︑第三回理工学部科別対抗野球大会
で優喝山城の後輩で甲子園にもでた

都と転々とした私にとって︑戦争とい

﹃本日︑この会場へまいりますとH

KCと言う文等が至る所で並んでいて︑

スピーチが始まってる︒

私は新しい﹁テレビ上局が生まれたの

当日︑来賓の一葉夫総長の

ー茫々として時は流れるー

こうして学生時代を思い出すと︑色

私を心配してくださっている諸先生や

思い出す︒

別もつかなくなりだした音の世界への

宅に招待してくれた友であった︒
ガイダンス終子後︑．．一人で話し込ん

でいると何時の間にか人集りがして

友に応える努力をすべく学生生活一

﹁祇園祭を知らんのか∴と聞ノ町の自

四．・事とめ

私は大正ロマンの末期に生まれ︑激
﹁実りの人生．二を迎えているハ⁚

動の昭和を生き琶この平成の代に
その人生の中でももっとも激動に
みち︑集約された期間は︑戦時−終戦
−平和へと私が過ごした機械科時代の

なお︑笠井先生には現在に至っても公

﹁仲間に入れろしということになり︑

なっている次第であるハ︶

私共に心の寄り所として大変お世話に

漱田川対岸のアベックを望遠鏡で夜遅

洛星中学の東︵紅梅町︶の岡本君の家

・自家用車など云口もない時代に︑プ

／ヽまで覗いていた青春︵性春︶のこと︒

三年間であるかも知れぬ︒又︑二度と

から三回生への単位取得制限もな＼

後の二十﹂年率機友のコアーの一つと

なかったろうか？何れにしても︑その

計・生産技術・生産管理・工場経営と

パクトネ覚えるものであり︑これが設

生産現場の流れと仕組みは大きなイン

町工場しか知らなかった私にとって︑′

ン︑臼亜製鋼などの工場見学会があり︑

れていた機友会の行事に︑椿本チェー

・杉本先生の外書董読の前日は私の家

こと︒

ぐ間もなく汗を流すだけで帰ってきた

ていた︶必死に脱出したはいいが︑泳

れ︑乗っていた皆で︵八・九人は乗っ

へ泳ぎに行ったが︑砂地に車輪を取ら

台の計三台で︑岸和田の先の二色ノ浜

スと自動車部の箱型クラシックカー二

一良君︶がおり︑その後︑そのプリム

からアドバイスしてくれたのは︑諸先

活動は年度幹事まかせであったハ⁚

総会の参加の﹂メンバーにしかすぎず︑

を変わって京都に戻った私は︑会牲人
間の路も進むのであったか︑機友会は

卒業後三年の二十五年の春︑勤め先

にも押し掛けたものであった︒

君など集まって︑時には杉本先生の家

で︑竜安寺の下宿に上杉︑渋谷︑合原

・また︑この学年は暇さえあれば麻雀

﹃事未だ成らず︑小心翼々﹂ ﹃事正

このような甲で当時春秋の二回行わ

らしい学友二十二機会の連中と苗しい

なったのである∵
しかし︑その頃の私は音楽にかぶれ

進んでいった一つの基になったのかも

に集まって︑おやじの講義でノートを

に成らんとす︑大胆不敵忘 1事既に成

︵荒堀︶・橋和田・人西らの諸君では

時期を共にし︑固い団結が生まれたハ︶

ていて︑ギターとアンプを手に進駐軍

しれない︒また︑行き帰りのバスの中

とり︑当時は周辺の友に廻してついに

当時は︑一・二部授業の受講も二回

戦争があってはならない︒平和の尊さ

に集APした時には仁一名にもなってい

リムスの外車に乗ってくるやつ︵岡本

筋に戻る決章を固めたのであった︒

を伝えたいと実感したハい

昼夜を通しての受講に挑戦した︒

この三年間に︑私は良き恩師︑先輩

た︒その時の記憶は定かではないが︑
大阪姐の今出・神野︑人津姐の正田

五十年たった今も結束は固いハ︶私は︑

のキャンプやキャバレー︑舞台やレコ

でも諸先生方や先輩・後輩との交流の

師にも親しくご指導を頂いたハレ又素晴

景三先生と共に︑このRKCへの発展

機友会の発展に一生を尽くされた藤谷

ード歌手との旅退りなど華やかな世界

場もあって︑私の機友の輪はどんどん

生や機友諸氏しかなかったことをしみ

を知った︒尊敬すべき聾平塚工

の喜びを共に味わいたかったハい

︵自分ではそう思っていた︶を飛び廻
って︑その結果は．一回生の終わりで八

先生から∵訳本は行き渡ったようだな
そんな中を片岡君は︑時々学校の行

じみ感じているハ

しかしその間︑悩み事や相談事に心

る︑油断大敵しハ︶我々は今︑∵油断大

広がっていった︑
︵平成七年仁月∵日記︶

といわれたこと∵

敵出の時を迎えているのかも知れないハい 単位しかとれていない有様であった∵
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三味線での前奏の

その後︑或る総会の懇親会で︑藤谷
先生・笠井先生・片岡君から云式の締
め捕り轟り上げるのに校警やれ﹂
とも指示かあり︑

BKC建設に懐う

えられない大改革であった︒︵当時︑
殆どの大学は︑新しい現代の課題に適

て古い写竃茅︼ひき糾すと︑何と私と並

に残られた方だっただけに︑早速帰っ

れ︑私と入れかわるように大望研究室

任させてもらった時は最終回生で居ら

く患えてくる今日この頃ですの

の季節を迎え︑過ぎたこの夏が懐かし

っていたら︑あっと言う間にもう紅葉

ても︑新しいキャンパスがその次の時

こうして見ると︑何れの場合にあっ

のだ■︒こんな大事業でご苦労の極みで

私にとっては単なる偶然には思えない

丸さん﹂こと得丸博士だということは︑

大事業に奮闘して頂くのが︑あの叩得

んで撮っているものもあった︒以来四
十年振りにお会いできたが︑Aてこの

た何でも欲しがる癖が始まったなと思

鏡が欲しい！﹂と言い出しまして︑ま

すか︑小学校四年の息子が急に﹁望遠

来事がありました︒この八月のことで

から秋にかけてあったのではないでし
ょうか？私にとっても大変興味深い出

みなさんもいろん墓かこの夏

移転せざるを得ない状況に追いこまれ

応した大学に再編するためには︑分散

代への学園の皿肌身と飛躍を可能にし︑

はあろうけれど︑得丸先生はあのとき

竹上信次︵昭和十九年率︶

一方︑その地域の発展にも貞献してき

から︑そういう遥命の方だと思えて仕

人ぺL㌦㌫∴人余の磯友と︑金甲

へと進むのであったいり

．．ブロックの支部楯嘩機関誌﹁磯友

にとっては︑やがて戦場へ征くべき人
隼の‖軍感じて︑残る背碁を機械科

ていたという︶

そんな懐いで見ると︑このBKCは︑

校歌斉唱が始まり︑これを期に年度幹

の学生生活に没入させてくれた衣笠山

今でこそ大き過ぎる程の余地を持って

方がない︒両先生のご奮闘とともにご

事︑第二．部司会︵宴会部長︶︑副会長

麓を忘れることは出来ない︒その等持

いる様に見えるが︑そのことが︑やが

健勝を念じてやまない︒

理L学部といえば︑私達の年代の者

会ニュース∴の発刊など︑機友会は大
院キャンパスに︑理工学部が別れを告
げた日に︑私は︑新しいりBKC﹂の

て二十一世紀に望まれる多様な諸課題

・
た

きく発展的展望亭遂げつつある︒

全容を初めて見学したr︑U

に成し遂げられた理工学部躍進の姿な

にも広壮で︑これが半世紀あまりの間

とはいえ︑比叡の望める地であること

友たちの仰ぐ比叡の反対側の姿である

る比叡が見える︒その姿は等持院の学

秀逸である︒そして︑校歌にも唱われ

BKCの屋上から見はるかす眺望は

所を隅々迄利用するのは優れているが︑

た方がいいと思・笑大体立命館は狭い

的︑否︑宇宙的視野でじっくりと考え

る︒然し︑私は︑ここしばらくは世界

かは︑考えただけでも夢踊るものがあ

かくして︑BKCは︑また私にとっ

実に実現し︑大きく羽掃いている︒
しかし︑今の機友会をこれまでに築

のだ・⁚と︑自らを納得させつつ︑

にも深い思いを抱いた︒ここでも必ず

の解決に何よりも有利な条件と展望を
与えてくれ︑その実現を保障してくれ

いてこられた藤谷先生︑また幹事とし

無量の感に打たれたものだった9

や︑よき立命館の伝統を生かし︑理工

学部の新たな躍進の足跡を刻んでくれ

いる︒それには︑校友がお互いにBK

集して取り組んだ方が良いにきまって

本当は︑充分に広い空間が必要なのだ
し︑ゆったりと百年の大計に衆知を結

二十一世紀の人類社会の担い夏育

学園再編成こそは︑学園の今後の命運

の得丸英勝教授だと承って︑夢かとば

今再び子供と熱く燃えて

オムロン株式会社 今中弘一

︵昭和五十五年率︶

入︺年の猛暑は格別だったな﹂と川心

を染しみに待つ事にしました描
﹁天体観測は月に始まり月におわる︒

眺め︑まず月を見ようと言うことで夜

光軸を合わせ遠くの萱間から

りの望遠鏡を子供と一緒に組み立てて

手に入れたのです︒早速︑買ったばか

を運び︑子供の予算で買える望遠鏡を

で言うのならということで︑店先に足

ほしいの 血と言い出しました︒そこま

すかいをだすので買い物に付き合って

っていたところ︑﹁自分がためた︑こ

さらに理工学部は広大なびわこ・く
さつキャンパスに拡充移転し︑時代を
先取りした学科の編成・新設︑産掌父

その北へ北大路の中学校舎の一部で
発足した工科学等この眼で見てき

いキャンパスを如何に有効に利用する

ても近い存在となりつつある︒この広

て長年亭とめあげてきた親友片岡君も

成し︑教育と研究を担う学園への飛躍

一世紀に向けての大プロジェクトを着

流を今日めた諸研究設備の建設と︑二十

るに違いない︒

今はもついモせめてこのキャンパ
スと轟組織を持つまでになった機友

充実をめざして・・・と謳われたこの

た私には︑ここBKCの新天地は余り

れるのは︑私だけであろうかじ

会の姿を見て噴きたかった思いに駆ら
こ のような異質の文の 寄 稿 を す る の

ることを象徴していると思えた︒

が大切だろう︒こんな時に︑磯泰等一
ユースの発刊が企画されたことに心か

Cの動向を知り︑交鱗を絶やさぬこと

道を拓くものとなろう︒

をかけた大事業であわ■く次の世紀への

広小路の何れのキャンパスに於いても

ら敬意を拳したい︒

私は幼少時より﹁出町寮に隣接した

い入れがあるからではありますが︑機

には︑私にとっての磯友への特別の思

傍らに︑ささやかに開校した立命館が︑

れば︑BKCには足をむけることは滅

教育を受けたが︑流石にこの年齢にな
多にないことだと思うが︑ふと︑この

立命館の役宅に育ち︑北大路・衣笠・

友の諸君にとっても背春時代の一ペー
ジを飾る大小の思い出や︑技術革新の

移転させたが︑この北大路キャンパス

広小路キャンパスから︑中学校を分離

学翠もなく→京都御所の

ることと存じますnU創刊を迎えた﹁機

に於いて中等学校の多様化と充実が中

大事業の先頭に立って居られる大南総

としては破格の規模をもつ等持院キャ
ンパスを得て王学科が建設されたこと

かり懐かしさがこみ上げてきたの得丸

会長だより

激しい社会牡活での苦労話も数多くあ

数多くのお便り︑ご寄稿を是非お願い

友会ニュース﹂の次号では︑皆さんの

等部のみならず︑戦時の非常事態も含

長先生こそは︑我等の機友会の後秀で
居られることを想い︑急に身近に感じ

が︑戦後の学園教学振興に活路を開く

その戦時中にあって︑当時の立命館

めて旧制大学の発展を支えた︒

おわりに︑新キャンパスでの盛大な

申し上げますい＝

聖H茅確保していたことになれく衣笠

第十五回総会と健忘苓三ユースの発刊
︵桜井研︶の先輩でもある六滴総長率

るのか不思議だ竿更に理工学部長があ

いる立命館大学のさらなる発展を心か

研究室での顔馴染みで︑私が助手を辞

さんは︑地代私が衰大王学部応用物理
萎助手を勤めていた頃から︑梶木

をお祝いしますととに︑材料研究室

ら祈念してやみません

現した代り等持院キャンパスなしには考

拠点による教学の現代化︑結合化が実
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juako

の銀河系に生まれて四十ハ億年経ちま

⑳セル
㊥ワークショップラボ

れぞれ何年でしょうか？し ﹂太陽はこ

⑧レクセル（放射線研究所）

の表面から吹き出ているプロミネンス

なれヱました︒ついこの前までは﹁ファ

⑧ユニオンスクエア
⑨メディアセンター
⑳コアステーション
①BKCジム

パークという良問の天文台を訪れ太陽

す︒出来卜がってから見てみたんです

ミコン︑ファミコン

行にあたり︑御寄稿︑御協力噴きまし

⑦フォレストハウス

﹂と言われているほど︑我々にとって

あるとして四・仁ハ歳と言うことになり

つずつ解明してきたと言うことはとて

が私の知らないことがたくさん書いて

まるで嘘のようにまったく興味が変わ
ってしまいましたハ︑まあこの宇宙に対

た方々に心より制札申し上げますH学

ますようお願い致しますいい

更がありましたら本会まで御．報頂け

〒托．一正IL七

立命軍人学磯友会事務局連絡先

立命餅人学理−二義機械1二学科

滋賀糧早津巾野路町﹂九．六
電 話∵LL丘−六．1．人六川
ド∴＼ LL丘−六．−．六六圧
へ準√は村山行届氏︶

⑥ェクセル2
⑤ェクセル3
⑥プリズムハウス

月は親しみのある存在なのです︒私が

この二つの答えからあなたはどのく

ますハ⁚

りますハJ人間で言えば百歳まで夷命が

状に見える様予を観察してきましたハ︶

らい多くの疑問や興味が新たにわいた

す︒そして寿命は百億年といわれてお

を画用紙で作った筒に組み合わせて望
さらに人津市にこの春オープンしたば

ことでしょう︒このように宇局と言う

えない居間の金屋が月のように一言日月

遠鉾を作り︑初めて眺めたのも月であ

る天文観測のつどいにも親子で参加し

かりの生涯学習センタで開催されてい

空間の中に生きている人間から見ると

という炎の様子や肉眼ではまったく見

ったと遠い比見向心い出しました⁚し月の

てきました︒その夜は雲．つない晴れ

時間も空間⊥qとてもスケールの大き

息子と同じように小学性の頃︑学習雑

クレータがはっきり見えたときの感動

た秋空で大津天文同好会の方のアドバ

誌の付録に付いていた望遠鏡のレンズ

は大変な驚きであり子供心にも凄く娼

イスで立派な望遠鏡を実際に使って星

な話であり︑また宇苗から見ると人間

ておりますいそんな幼い頃の私と息子
を観測するというイベントでした︒望

思うわけです でもこの小さな存在で

しかったことを今でもはっきりと覚え

の様孟ダブらせながら望遠鏡をのぞ

ある人間が宇宙のことを色々と調べ一
も素晴らしいことであり︑人間という

と言うのはとても小さな存在であると

いたのです︒望遠鏡の視野の中には二

中では見たことがあったのですか自分

遠鏡のなかにみえたのはなんとリング
付きの土星だったのです∵今まで本の

の目で見るのは生まれて初めての出来

存在はかけがえのないものるとしみじ

もちろん今年の夏休みの息子の自由

十年前と同じ姿がありました⁚レ

研究は宇宙がテーマとなったことは言
事でした︒何と表現したら良いのかわ

の頃です︒みなさんも星空を見上げて

解を大切にしていきたいと思う今日こ

み思うのです︒それだけにこの這竺

初めは子供に令わせる所から始まっ

からないような素晴らしい感動を覚え

から図書館の宰相関連の本を﹁冊も借

た宇宙の話題に私ユqしっかりはまっ

たのです︒

りて読みだし︑あるいは書店から天文

うまでもありません︵い昨年のテーマの
亀の観察では︑親子で最後まで苦労し

雑誌蓋貝ってくるなどして自分から進

について話し合う機会が増えるように

てしまったというわけです︒今では子
供と．緒に天文雑誌を孟みなから宇宙

ましたが︑今年は打って変わり︑自分

んで面白そうに模造紙の仁に書貢上げ

みてはどうでしょうか？

あっというまに仕上げてしまったので

あり︑小学生の自由研究では少し難し

する興味と関心がいつまで続くかわか

りましたが︑皆様方に御連絡先等の変

部移転にともない事務局連絡先が変わ

事務局便り

すぎるかなと思うぐらいの内容でしたハい

りませんが︑見守っていきたいと思い

ついての質問をみなさんに幾つかして
みたいと思います︒1光が﹂秒間に進

ここで息子と一緒に勉強した宇揃に

って見せてもらえるとか︑また信州の

む距離は地球をL周半︑つまり二十万

二つ

太陽の年齢と力命はそ

妻藩及び僚友A誉一ユースの発

お陰様で我が家の天文ブームはこの

ますハい

と言ってたのか

夏だけに終わらず︑もっと大きくてし
っかりした︑しかもモータドライブ方

あるペンションでは天体観測用の設備

キロメートルハ二でれでは太陽の光が地

式の二十センチの反射式がいいとか︑
どこそこの天文台には何センチのがあ

が揃っていて白山に使ってもいいとか︑

でしょうか？

球に届くのに必要な時間はどのくらい

日の質問は︑

から答えは八分間となりますハり

離は一億五千万キロメートルあります

地球と入院の間の距

れてきてFl慢げに説明してくれるわけ

様々な情報をあらゆるところから什入
で
す
ハ
∪

そんな子供の撃あり先日︑滋賀
県の多賀町にあるダイニックアストロ

①ウェストウイング
②イーストウィング
③ェクセル1

