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機友会では︑過年来︑全国を十三ブ
ロックに分割した支部組織の結成に取
り組んで参りましたが︑会員各位のご
支援により平成四年九月六日に第一号
の支部として滋賀支部が設立され︑続
いて同年中に北陸信越支部︑京都支部︑
大阪支部が設立されました︒その後︑
東海支部︑兵庫支部︑奈良和歌山支部︑

謝意を表しますっ

経営両学部のBKCへの新展開︑さら
に大分県別府市に来年四月に開設予定
の立命館アジア太平洋大学の関学など︑
次々と大型プロジェクトが立案・実施
される中で︑本学園のトップリーダー
としての大南総長のご活躍に対して︑
機友会会員各位の物心両面の幅広いご
支援が少なからず激励になったものと
確信致します︒様々の局面で多様なご
支援を頂きました校友各位に衷心より

︵昭和二二年卒︶

機友会全国規模支部結成に寄せて
立命館大学機友会 会長 島田泰男

錦秋の候︑会員の皆様には︑益々ご
清祥のこととお慶び申し上げます︒平
素より本会の諸活動に何かとご支援を
賜り︑誠に有り難く厚くお礼申し上げ
ま
す
︒
さて︑立命館大学理工学部は昭和一
三年に立命館高等工科学校として発足
以来︑このほど六〇周年を迎え︑幅広
い記念事業を実施するとともに︑本年
一月二四日には1R京都駅ビル内の
﹁ホテルグランヴイア京都﹂ にて︑理
工学部創立六〇周年記念校友大会が一
〇〇〇名を超える参加者のもとに大変
盛大に開催されました︒おりしも︑機

すべく努力させて項いたわけでありま
す︒その効果の程は明確でありません
が︑大南先生の総長ご在任期間中に理
工学部のBKCへの拡充移転や経済・

にご就任の折に︑兼任は困難とのこと
で機友会会長をバトンタッチさせて頂
いた当方としては︑会員各位のご支援
のもとに大南先生が総長職を全うされ
る上で︑いささかなりともご支援を致

省みますと︑大南先生が総長・学長

八カ年の総長任期を満了される時期と
も重なり︑大南前総長への謝恩会も兼
ねたイベントであったわけであります
が︑機友全会員をはじめ多くの理工学
部校友各位の絶大なるご支援を賜りま
したこと︑ここに重ねて厚くお礼申し
上げます︒

械工学科ご出身の大南正瑛先生が二期

立命館大学機友会ニュース
（1）第5号

関東支部︑中国支部︑九州支部︑四国
支部の順に支部設立が実現し︑本年一
みませんゥ

一層堅固にし︑楽しく力強い機友会が
さらに大きく前進することを願ってや

び教えたことになります︒学生時代に
口ずさんだフランスの詩人のルイ・ア
ラゴンの ﹁教えることは︑ともに希望
を語ること︒学ぶとは︑誠実を胸に刻
むこと﹂ということばを想い出します︒
機友全会員の皆様も同じく立命館を母
校として︑数々の想い出をおもちのこ

私が立命館大学理工学部機械工学科
へ入学した一九五〇 ︵昭和二五︶ 年か
ら数えて四八年およそ半世紀がたちま
した︒この間︑六年間を京都大学︑一
年余りを米国コロンビア大学で学んだ
ほかはすべて夢多き母校・立命館で学

こ
︵

前総長・学長 大南正瑛

立命館と私 自由と清新の
立命館スピリットを求めて

心よりお祈り申し上げます①

母校では︑現在︑各学部ごとの同窓
会組織の確立が推進されておりまして︑
理工学部では従来から機友会はじめ建
設会︑電友会︑応化会︑情報会など各
学科単位の同窓会があって︑それぞれ
独自の活動を展開しておりますので︑
理工学部として屋上屋を重ねることを
避けてこれらの学科ごとの同窓会を横
に連携させた ﹁理工学部同窓会連絡協
議会﹂ の設立準備が進んでおり︑当方
が準備委員会の委員長を仰せつかって
おります︒おそらく今年度中に設立総
会が開催されることになりますが︑本
協議会の活動や運営につきましては︑
別途広報の方法を検討させて頂きたく
存じます︒新たな会費負担などはお願
いしない方針でおりますので︑この組
織につきましても格別のご理解とご支
援を賜りますよう︑何卒宜しくお願い
申し上げます︒
それでは︑会長職在任中の皆様方の
多大のご支援に対しまして︑ここに重
ねて厚くお礼申し上げるとともに︑会
員各位のますますのご健勝とご多幸を

〇月一一日には十二番目の支部として

北海道支部の設立総会が開催されまし
た︒北海道地区には立命館大学の付属
高校として立命館慶祥高等学校 ︵来年
から中学校も併設︶ が平成八年に開設
されており︑慶祥高等学校の会議室を
お借りして北海道支部設立記念総会が
開催されたわけであります︒記念総会
の詳細につきましては︑本誌の支部だ
よりに記事が掲載されていますので︑
ご参照頂ければ幸いに存じます︒
このように機友会は今︑北海道から
九州・沖縄までまさに全国規模で支部
組織が設立されたことになります︒大
南前会長が積年の願いとしておられた
全国支部組織の確立が比較的短期間に
実現できましたことは︑全国各地で厳
しい状況の中で逗しく粘り強くご活躍
されておられる校友各位の温かいご支
援の賜物でございます︒各支部設立に
あたり多大のご支援を頂いた会員各位︑
ならびにその後︑支部運営に様々のご
支援を頂いております多数の会員諸氏
に︑ここに重ねて厚くお礼申し上げる
次第でございます︒
ところで︑このように機友会の全国
規模の支部組織がほぼ完成した段階に
至りましたこと︑また︑大南正瑛先生
が二期八カ年の総長任期を華々しいご
功績を残して満了されたこと︑この二
点は小生にとって大きな節目でござい
ます︒大南先生がしばしばお口にされ
た言葉を借りれば︑当方なりの ﹁達成
感﹂ を多少なりとも感じております︒
何事につけ︑ものごとには潮時があり
ます︒小生は︑この潮時に︑本会の会
長職を後進に託したく︑このほど本部
役員会にてご審議をお願いし︑次期会
長の選任を第十七回定時総会にお諮り
願うことになりました︒立命館大学機
友会が新会長のご指導と会員各位のご
支援により︑なお一層発展することを
念願致しております︒全国規模の支部
組織は設立もさることながら︑日常的
な運営と今後の発展が設立以上に大変
な大事業になるかと推察致します︒新
会長を中心に各支部と本部との連携を

とだろうと思います︒私は立命館を私
の半生の職場として︑日本の高等教育
と学術研究の発展のために微力ながら
参加してまいりました︒そして︑日本

のバブル経済が破綻した直後の八年前
に︑総長・学長に連出されてからは︑
いまや三万四〇〇〇人をこえる学生・
生徒の学びがいと研究しがい︑そして
一七〇〇人をこえる教職員の研究しが
い・働きがい・生活の安定をつねに頭

におかなければならない身となりまし
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週少なくとも二回の東京出張のため
の行き帰りの新幹線の中で︑また夜遅
く枕元に積んだ本から手を離してしば
し黙想する中で︑頭から離れないこと
は︑日本の大学とりわけ日本の私学と
立命館の現在と未来のことです︒日本
の私学は一世紀をこえる風雪のなかで
栄光と苦難を重ねてきました︒一世紀
以上にわたって強かに発展してきた日
本の私学が今後衰退することは考えら
れない︒また日本と世界でおよそ大学
そのものが衰退し消えた歴史がないな
どと気楽なことを考える一方︑少子化
で大学の社会的存在意義が厳しく問わ
れようとしているいま︑二一世紀の日
本の私学も決して安泰ではありえない
と考えます︒ ﹁私学の時代﹂ といわれ
るのは私学の優位な特色を社会的に発
揮できる自立自尊の努力があってこそ
実現できるものです︒それゆえに ﹁私
学の盛衰は日本のこれからの命運を左
右する﹂ といわれるのだと思います︒
総長・学長職は精神的に孤独なもの
かも知れません︒孤独であることは︑
同僚や友人と談笑し社会で多くの知人
やネットワークをつくっていく上で何
ら支障になるものではありません︒そ
うではなく︑行政のトップにある者は︑
何よりも人の意見に耳を傾けるととも
に︑公の立場から自分で決断しなけれ
ばならない以上︑精神的に他力依存や
横並び志向では駄目だと思います︒孤
独に耐え挑戦してこそ︑その職責を全
うし︑立命館スピリットである自由で
イノべーティプな精神を休得できるの
だと思います︒この八年間︑自分の自
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立なくして行政のトップは務まらない
ことを思い知らされました︒私は︑故

廣慶太郎前校友会会長︵株式会社クボ
タ相談役︶ からいただいた先生の講義
テープ﹃三事忠告を読む﹄ ︹中国の張
養浩 ︵二一六九−二二二九︶ が経政家
の心得として著したもの︺ の第一講の
冒頭における ﹁仕官 ︵就職︶ して而し
て将相 ︵トップ︶ に至るは人情の栄と
する所たりと︒是れ栄えなるものは辱
︵はじ︶ の基なるを知らざるなり︒﹂
という言葉を重く受け止めてまいりま
した︒トップとして身を修めることの
間でもありました︒

難しさと大切さをつねに反省する八年
しかし何よりもまず感謝しなければ
ならないことは︑立命館をはじめ多く
の皆様のご支援とお力添えをいただい
てきたこ と で す ︒ そ れ は 多くの敬慕す
る先生や友達︑信頼し相談できる同僚
や友人そして成人された多くの後輩や
卒業生の皆さんの知遇をえたことであ
ります︒

このように私が立命館の卒業生とい
うこともあって︑私の浅学非才を大目
にみていただいたのだと思っています︒
そしてまた母校であるがゆえに︑私に

いご支援とご協力を頂き心から感謝い
たしております︒

まず昭和二五年に末川博先生の入学
式祝辞に感激し︑先生のご自宅の応接
室にも学友と何回もお邪魔をいたし︑
その後も数々のご指導と励ましを受け
たことです︒
また学園紛争時とその直後の総長・
武藤守一先生や細野武男先生︑第三次
長期計画を準備し実践された天野和夫
先生︑谷岡武雄先生のもとで︑私は教
学部長をはじめ様々な役職を通して歴
代総長先生のお世話になりました︒あ
りがたいことと心から感謝いたしてお
ります︒それだけではありません︒西
村清次前理事長︑故廣慶太郎前校友会
会長︑川本八郎現理事長︑河原四郎現
校友会長をはじめ実に多くの役員︑教
職員の皆様から温かいご支援をいただ
き︑言い尽くせない感謝で一杯であり
ます︒また私の出身学部の理工学部の
教職員と卒業生の多くの皆様から温か
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なかでも︑日本における金属疲労の
研究の草分けの第一人者であり日本学
士院会員でもあられた京都大学の西原
利夫先生の最後の助手を勤めさせてい
ただいたことは︑私にとって生涯忘れ
ることのできない想い出です︒先生は︑
当時の京都大学で ﹁西原天皇﹂ と呼ば

由主義︑国際主義の精神をよく体現し
てきました︒その意味で︑私は縁あっ
て立命館と京都大学で学ぶことができ
たことをたいへん幸せに思っていますっ

一昨年︑京都大学は創立一〇〇周年
を迎えました︒創立時の文部大臣が西
園寺公望であり︑そのときの京都帝国
大学の書記官︑今でいう事務総長が中
川小十郎でありました︒西園寺公望は
立命館の創始者・学祖であり︑中川小
十郎は立命館学園の初代総長です︒両
大学は︑西園寺公望が生涯標梼した自

︶
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思います︒それはまさしく二一世紀の
日本人の大きな課題であると考えてい
ま
す
︒

﹁平等﹂ ほどには発展できていないと

ション︶ の精神を貫くことについては

はかなり発展させることができましたQ
しかしながら︑社会と個人のレベルか
らみて︑自由という自己に責任をもち
自己を確立することと︑歴史的社会的
に重大な節目において革新 ︵イノベー

本人は多くの苦節をのりこえて世界で
その名誉ある地位を占めたいと努力を
致し︑社会的レベルでみて民主主義︑
平等︑経済発展と民生の安定について

これだけの自由を与えていただいたの
だと感謝しています￠ 戦後五〇年︑日

′

れていましたが︑私には先生の最後の
助手ということもあって︑厳しい中に
も励ましとユーモアをもって接してい
ただいたことに感謝いたしております︷︶
研究者がどのような指導者の下で研究
をスタートするかは運命的でさえある
と私は思っています︵﹀ それゆえに︑教
員や先達が後輩や若い人たちにできる
ことは︑自分の体験を通して︑学習・
研究の夢を語り継ぎ︑新しい動機づけ
を与えることに尽きると︑私は考えて
います︒その任務は非常に重いもので
すが︑いま大学改革の重点の一つはそ
こにあると︑私は思っています︒
︶
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︵申請中︶ はまさに ﹁自由と清新﹂ と

本学は来年に立命館創始一三〇年・
学園創立一〇〇周年を迎えますむ 私ど
もは︑次の一世紀の立命館のあり方を
構想し︑第五次長期計画の斬新な教育
研究事業に学生諸君とともにいま鋭意
取り組んでいます︒二〇〇〇年四月に
開設予定の﹁立命館アジア太平洋大学﹂

いことと感謝しております︒

いう建学の精神と ﹁平和と民主主義﹂
の教学理念を創造的に展開する画期的
な事業であると考えています︒それは︑
いままでの日本にはない︑真に国際的
な世界に開かれた大学です︒それはま
た二一世紀のアジア太平洋時代を担う
有為の人材育成の拠点大学であるとと
もに︑ ﹁アジア太平洋学﹂ という新し
い学問研究の拠点大学をめざすもので
す︒その高い志に共感された世界と日
本における各界各層の皆様︑とりわけ
平松守彦知事をはじめ大分県と別府市
の絶大なご支援を受けながら開設にむ
けて鋭意取り組んでいます︒ありがた
︶
五
︵
私は ﹁夢︑それは実現するもの﹂ と
いう言葉が好きです︒個人的レベルで
あれ社会的レベルであれ︑何か事を起
こすとき︑まずその動機 ︵モチベーシ
ョン︶ の水準が問われます︒真に創造
的な仕事をする個人や社会集団は︑す
ぐれてその動機の水準が非凡でありま
す︒そのような動機をもって事業目標
や夢を構想し︑その実現に向けて全身
全霊を打ち込んで持続的な努力をする

ことによって︑その核となる達成感あ
るいは達成能力 ︵私はこれをコア・コ
ンピテンスと呼んでいます︶ を関係者
が共有できるほど素晴らしいことはな
いと思います︒
それは個人的レベルにおいては人生
の質 ︵クオリティ・オブ・ライフ︶ を
大きく高めるものです︒この一〇年間
の立命館を振り返るとき︑先人が切り
開き私たちがその手にしっかり握るこ
とのできた成果に依拠しながら︑一方
では今までの概念や慣習を打ち破り新
しい創造的挑戦を行ってきたと思いま
す︒それはまさに自由聞達にして革新
的 ︵イノベー旨ティプ︶ な取り組みであ
ったと思います︒私たちは建学の精神
や教学の理念に現代の光を照らし︑歴
史の重要な節目において︑全学の知性
と勇気をもって︑それらを世界と社会
に明快に発信するなどの創造的な実践
を行ってきました︒それは横並び志向
ではない︑他大学との違いや特色を明
示して行動する︑大学を構成する山人
ひとりの取り組みであったと思います︵d
社会は先達者や責任ある立場にある多
くの人々の知性と勇気によって変革さ
れ︑また個人はイノべーティブで活力
のある社会の中でその意識改革が進む
のでありましょう︒そのような相互関
係の一端に関わらせていただいた立命
館と私の半生であったと思います︒︹立
命館学園広報UNITAS︐第三二一
号 二九九九年一月︶ の ﹁大南総長を
送る感謝の集い﹂での挨拶文をもとに︑
機友会ニュースに転載させて頂きまし
︺
︒
た

支部だより

楽しく力強い
﹁びわこ機友会ニュース﹂
滋賀支部長 山田元助

びわこ機友会ニュースは︑当支部
︵愛称︑びわこ機友会︶ 設立以来︑そ
の基礎固めに大きな役割を果たしてき

ましたが︑平成一一年一一月に第四号

を発行します︒
当支部総会は隔年開催ですが︑本年
の様に総会を開催しない年に発行して
います︒
第四号の主な内容は︑①当支部の記
録②母校の研究交流③当支部第四回総
会④理工学部創立六〇周年⑤躍進を続
ける滋賀県⑥母校のアメリカンフット
ボールです︒
特に②の研究交流には具体的にシス
テムも解説してあって昨年開催の当支
部総会での行事と共に︑現在の不況打
開に努力中の会員に貴重な示唆を与え
るものです︒
全国会員の皆さん︑BKC所在地の
滋賀県は︑日本のほぼ中央にあって多

京

9

13群

馬3．171

14京
15広

都3．161
島3．110

梨2．114

12群

13広

災から︑間もなく五年になります︒被
災しました大勢の校友もおかげさまで︑
元気に活躍しております︒
兵庫支部は︑その阪神淡路大震災の
一〇ケ月前の平成六年三月に六番目の
支部として設立されました︒
定期的に役員会を開催し︑情報交換

大地震が続いています︒阪神淡路大震

最近は︑トルコ︑台湾︑メキシコと

15石

川1．658

島2．662
13山

11

14

1，660

庫3．186
島乙138

10

千冨静栃

兵

埼

（平成8年度）

躍動的な兵庫支部をめざして
兵庫支部長 大庫典雄

7

8

群 馬2．104 14茨 城2，638
15冨 山2．089 15長 野2．612

くの特色をもっています︵﹀ ﹁みどり﹂
と風が彩る琵琶湖の景観︑はるかに古
典の世界にいざなう歴史︑そして次々
と誕生する新しい魅力︑多彩な自然の
表情とやさしい人の温もり︑更に次代
の活気があふれています︒地元の会員
として︑BKCの発展に出来る限り支
援を致したく︑今後共よろしくご指導
の程お願い申し上げます︒
終わりに滋賀県の特色の一端を経済
企画庁による統計数値で時系列的にご
紹介して ﹁むすび﹂ と致します︒

6

川3．182

山3．197

12広

加島都庫玉葉山岡木
広

12石

庫2．156 10兵 庫2．70110冨
木2．150 11京 都2，約0 11兵
12

9

埼 玉2．858
千 葉2月01
栃 木2．7的
2．192

8
京 都2，189
千 葉2．179

7

8
9

神奈川3．007
愛 知3．002
5

馬2．684

11栃

10兵

埼 玉3．438
神奈川3．413
千 葉3．343
栃 木3．313
静 岡3．208
埼

3
4

5
6
7
8
9
玉2．270
5
1，770

4

大 阪1．942
神奈川1，893
愛
1．867
2
3

（平成元年度）
（昭和60年度）
1東

京2．339

（単位：千円）
1人当たり県民所得の都道府県別推移

1東 京4．330
2 愛 知3．888

2 大 阪2，587
3 愛 知2．437
4 神奈川2，389

1東 京4．258
2 大 阪3．179
京3．224

（昭和55年度）
1東
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をしながら︑﹁兵庫支部だより﹂ の発
行︑﹁兵庫支部会員名簿﹂ の発刊︑B
KCの見学会︑会員企業の見学会等の
活動をしてまいりました︒
第三回総会は︑平成一〇年六月六日
に︑明石海峡大橋の開通を記念して︑
船上から世界最長のつり橋と景勝の須
磨︑舞子︑明石︑淡路島を眺め︑形式
ぼらずに会員相互の親睦をはかること
を第一に考え ﹁クルージング総会﹂ と
しました︒機友会本部より大金晋副会
長︑役員の酒井達雄教授︑小野健二様
をお迎えして開催しました︒小野健二
様より ﹁明石海峡大橋を支えるテクノ
ロジー﹂ と越してお話をしていただき
ました︒当日は︑好天気に恵まれ︑世
界最長の大橋を横から︑下から︑真近
かに見ながら︑構造︑強度等のお話を
わかりやすく興味深く拝聴しました︒
まさに機友会にピッタリの内容でした∂
ここに︑明石海峡大橋のすぼらしさ
の概要をいくつか記述します︒
明石海峡大橋は︑神戸と淡路島を結

ぶ全長三九二メートルの世界最長の
つり橋で︑一〇年の歳月と約五〇〇〇
億円を投じて建設されました︒大橋は

耐震・耐風設計法や水中不分離性コン
クリートの開発による水中基礎施工な
ど新技術を開発︒また︑超高強度鋼線
の開発により︑主ケーブル本数を半分
にするなど︑経済性と工期の短縮化を
はかった︒特許だけでも一〇〇件をこ
えたとか︒激しい潮流と強風という自
然条件︑さらに工事中に阪神淡路大震
災に見舞われたにもかかわらず︑工程
通りに進んだ︒しかも工事中の死亡事
故がゼロというまさに神わざであった︒
この大橋の完成は︑架橋技術で日本の
モノづくりが︑いかにすぼらしいかを
全世界にアピールしたと思う︒
この大橋を淡路島に渡ったすぐのと

ーマは ﹁人と自然のコミュニケーショ

ころに淡路花博﹁ジャパンフローラ二
〇〇〇﹂ がまもなく開催されます︒テ

ン﹂︑会期は二〇〇〇年三月一八日か
ら九月一七日までの六ケ月間︒明石海

峡大橋を渡れば︑そこは花と緑の島︑
感動と夢あふれる博覧会のステージに
是非︑ご家族︑ご友人ご一緒においで
ください︒お待ちしております︒
さて︑兵庫支部は︑BKCの発展に
歩調を合わせ ﹁躍動的な兵庫支部﹂ の
実現に向って努力してまいります︒
校友の皆様のご健勝をお祈りします
とともに︑積極的なご指導︑ご支援を
お願い申し上げます︒

第二回支部総会盛大に開催
大阪支部

庶務幹事金光健祐

一一月二八日に開催しました第二回機

機友全会員の皆様︑お元気でお過ご
しのこととお慶び申し上げます︒大阪
支部活動のご報告として︑平成一〇年

友会大阪支部総会のご報告を致します︒
大阪支部総会は︑新大阪のメルパル
ク大阪で総会︑講演会及び懇親会の三
部構成で田中道七先生に講演をお願い
し︑来賓として島田泰男機友会会長︑
酒井達雄先生及び支部顧問の山元茂先
生の出席を頂きました︒
第一部総会は︑午後五時から藤井副
支部長の司会により中西支部長の挨拶
に引き続き次の議案が出席者四四名に

①支部活動報告 ②支部規約改正

より原案通り可決されました︒

選

︵役員増員の件︶③会計報告 ④役員改

奥田公具

越川伊一

新役員 ﹇支部長﹈中西一雄
﹇副支部長﹈菅野数次 松本博文

藤井要八郎

﹇庶務幹事﹈金光健祐 芳田安弘
岸秀雄 巴教則
﹇会計幹事﹈ 水船博之 豊留貞典

﹇顧問﹈ 山元茂

成瀬正雄
﹇監査﹈吉岡宏朗 村上一実
北条敏彦

第二部講演会は︑立命館大学BKC
リエゾンオフィス室長田中道七先生が
﹁立命館大学における産官学研究交流
事業の進展﹂ の演題で︑最近の産官学
研究交流の動きをユーモアを交えたお
話を頂き．産業界に携わる者として有
意義な時間を持つ事がでました︒
第三部懇親会は︑午後六時三〇分か

ら奥田副支部長の司会で︑来賓の島田
機友会会長のご挨拶を頂き︑松本副支
部長の乾杯の音頭で開催されましたっ

今回︑島田機友会会長より立命館大
学機友会の大阪支部旗が授与されまし
た︒膜脂色の支部旗を早速会場に掲げ︑
支部旗の下に美酒を酌み交わしながら
来賓の先生方と機友の近況や思い出話
しに盛り上がり︑又その間にグループ
毎の記念撮影が和気あいあいの中で行

われ︑時間を忘れて歓談し︑交流を深
めることが出来ました︒午後八時三〇
分に松本副支部部長の締めで︑またの
再会を約束してお開きとなりました︒
庶務幹事独白
各支部におかれましても︑支部運営
にご苦労があると存じます︒大阪支部

の悩みは︑機友一二五〇名機友会員へ
の通信費及び幅広い年代の機友にいか
に参加して頂くかであります︒皆様の
助言を頂き︑支部活動を進めていきた
いと考えておりますっ最後に︑機友各
位の益々のご健勝と機友会及び母校の

一層の発展をお祈りしますと共に今後
とも私達に︑ご指導ご支援を賜ります
ようお願い申し上げます︒

北海道支部の発足
庶務幹事 保田宏治
︵昭和五五年卒︶

例年になく暑かった夏も終わり︑

木々も色づき始めた一〇月一一日に立

こ・くさつキャンパスへの理工学部拡

命館大学機友会北海道支部が発足しま
したのでご報告いたします︒ このた
びの北海道支部の設立につきましては︑
島田機友会会長︑理工学部酒井教授に
大変お世話になりました︒最初の設立
準備委員会が七月三日に開かれ機友会
各支部の設立状況︑立命館大学のびわ

充移転についてお話をうかがい︑卒業
以来ご無沙汰していた母校の発展に驚
かされました︒第二回目の準備委員会
は九月一九日に開かれ支部役員侯補が
六名集まり設立総会と懇親会の進行に

ついて打ち合わせを行ないました母
設立準備委員会の開催場所は立命館
大学慶祥高等学校のミーティングルー
ムをお借りしましたが︑その折には高
杉校長︑小野事務長に大変お世話にな
りました︒立命館大学慶祥高等学校は
一九九六年四月に開校し︑さまざまな
﹁新しいスタイルの教育﹂ を展開し︑
北海道の高校教育に新風を巻き起こし
ています︒また来春には付属中学の立
命館慶祥中学校も開校し︑中学・高校・
大学の一貫教育システムを目指してい
るそうです．場所は札幌の副都心 ﹁新
さっぽろ﹂ に近い野幌森林公園に隣接
する緑豊かな丘にあり︑自然豊かな広
大なキャンパスです︒
さて︑設立記念総会当日はあいにく
の雨模様でしたが︑機友会島田会長︑
理工学部酒井教授︑校友課志垣課長と
立命館慶祥高校高杉校長︑小野事務長
にご出席をいただき︑立命館慶祥高校
のコミュニティールームをお借りして

心強い思いがしました︒総会終了後︑
立命館慶祥高校の高杉校長から ﹁立命
館学園と北海道﹂ と題した記念講演を
いただきました︒慶祥高校を開校する
までの苦労話や︑現在の北海道教育の
実態︑関西から見た北海道人のことな
ど︑耳の痛いこともありましたが︑慶
祥高校の自由で明るい校風を作ってお
られる校長のあたたかい人柄に触れた
思いがしました︒
懇親会は会場を新さっぽろのシェラ
トンホテル札幌に移して行ないました
が︑昔話や母校の現在の様子など話が
み︑予定の時間が瞬く間に過ぎてしま
い︑場所をホテル最上階のバーラウン
ジに変えてさらに楽しいひとときを過
ごしました︒
このようにして︑機友会北海道支部
が無事発足し新しい第一歩を踏み出し
ましたが︑今後の活動計画としては︑
出席した六名が全員役員となるような
状況ですから︑残りの会員にも参加を
働きかけ︑相互の親睦をはかり︑母校
の発展のため出来る限りのことをした
いと考えています︒
最後に皆様の一層のご健勝をお祈り
しますと共に︑今後とも私たち北海道
支部にあたたかいご指導ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます︒

学生時代の思い出
九州支部長 松村博久
︵昭和三三年卒︶
立命館大学機友会の第十二番目の支
部として北海道支部が設立されました
ことをお慶び申し上げるとともに︑機
友会のますますのご発展を祈念申し上
げます︒
当方の九州支部は︑ ﹁機友会ニュー
で報告しましたように︑
ス ︵第四号︶
昨年の七月一 一 日 に 設 立 し ま し た ︒ 支
部会則によりますと︑支部総会は隔年
おきに開催されることになっています
ので︑支部活動はこれからという現況
です︒事務局の酒井先生から ﹁支部だ
より﹂の記事のご依頼を受けましたが︑
一■− 」

開催しました︒北海道には二五名の会
員がいますが︑今回出席した会員は準
備委員会に集まっていた六名のみで︑
少々心細い出発になりましたが︑島田
会長からここにおられる皆さんは一騎
当千の方々ばかりなのでがんばってい
ただきたいと激励のお言葉をいただき

丘摘大学棟始北縄栂は鯛舎
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べてみますっ

個人的な内容でもよいとのことでした
ので︑以下に大学生当時の思い出を述

小生の大学生時代は︑一九五四年四
月から一九五八年三月までの四年間で︑
物質や金銭には満たされていませんで

したが︑教育される先生など教育環境
には比較的恵まれましたむ とくに機械

した︒写真一は一九五五年一一月二四

工学教室の先生方は︑学位取得されて
間もないかあるいは学位のための研究
中で︑みなさん大いに張り切っておら
れて︑学生も授業や卒研で大きな刺激
を与えられました︒ただし当時の実験
や実習の機器備品は︑現在のびわこ草
津キャンパスのものとは雲泥の差で︑
博物館的様相を呈していましたが︑基
礎原理を学ぶのには最低限利用できま

片となりました︒

日撮影のもので︑機械実習工場で課題
材料の加工をしているところです︒使
用中の旋盤はベルト駆動式で︑プーリ
ーへのベルト移動用アームと裸電球が
印象的です︒
また︑学生生活を送るには親からの
仕送りがなく︑生活費を自分でかせぎ
ながら勉強している苦学生が多いでし
た︒したがって学生部にはいろいろな
アルバイトの求人がありました︒小生
も家庭教師︑大掃除︑祭礼や映画のエ
キストラなどのアルバイトを経験しま
した︒写真二は一九五七年七月一四日
に比叡山登山ケーブルロの八瀬公園近
くで︑映画ロケの休憩中に撮ったもの
です︒今は亡き喜劇俳優の花菱アチヤ
コ氏の顔も大変懐かしく感じます︒
記憶をたどると走馬灯のように頭の
中を駆け巡りますが︑紙面の関係で断

中国支部の第一歩
庶務幹事 千葉利晃
︵昭和四三年卒︶

中国支部は平成九年九月に第九番目
の支部として発足致しました︒設立さ
れてから早くも二年以上経過しました︒
この間︑支部としては機友会本部の協
力で︑支部の会員名簿を作成し︑若干
の追加と訂正を加えたのみといってい
いでしょう︒また︑この名簿も設立総

会に参加頂いた会員の皆様にのみ配布

したにすぎません︒設立する苦労もあ
りますが︑設立した支部の活動を活発
にするには︑これまた努力が要ること
を痛感しています︒
先日一〇月 ハ日 ︵土︶ に︑設立後

初めての支部役員会を開催することが
出来ました︒現在︑ 月二〇日︵土︶

に総会を開催すべく準備中です︒
現在の中国支部の会員数は三七五名

です︒機友全会員は約七〇〇〇名だそ
うですので︑約五％が中国支部の会員
ということになります︒その内訳は︑
岡山県＝九六︑広島県＝一八〇︑山口
県＝六六︑鳥取県＝一四︑島根県＝一

成一〇年一二月二五日︶によりますと︑

九名です︒機友会ニュース第四号 ︵平

また︑県により会員数が大きく異なり︑

県別の会員数はそれぞれ︑九八︑一九
四︑五二︑一三︑一九名ですので︑全
体の変化はほとんどありませんが︑広
島県の会員数が大きく減少しています︒

多い県と少ない県では一〇倍以上の差

があります︒今後︑中国支部会員名簿
をより完備したものにしたいと考えて
います︒

でもあります︒

現時点では︑多くの支部会員は中国
支部の存在そのものをまだご存知ない
と思われます︷J そこで︑会員に支部の
存在を知って頂き︑支部活動を活性化
するためにも︑支部の会員名簿を全会
員に配布することに致しました︒費用
はかかりますが︑県別の名簿でもあり︑
今後の支部活動を行う上でも利用価値
は高いでしょう︒この︑名簿を全支部
会員に配布することは︑総会などへの
より多くの参加と︑支部会費の納入が
期待できるのではないかとの考えから

報

山口県では︑県内の会員が集まり︑
何か活動出来ないかと考えられていま
すっ 県により対応はまちまちですが︑
中国支部としての活動は︑まず支部役
員がもう少し頻繁に集まり︑意見交換
からはじめる必要があろうとの意見が
あります︒年齢構成も幅広いこのよう
な会では︑集まり︑話をすることから︑
さまざまな有意義な活動が生まれてく
るのではないかと思っています︒
先日の役員会では︑この他に︑総会
の開催時期を一〇月中旬とし︑開催場
所を各県 ︵鳥取県と島根県は会員も少
ないのでどちらかの県︶ の持ち回りと
することに致しました︒また︑中国支
部ニュースを発行しては如何かなどの
意見も出ました︒滋賀支部では︑ ﹁び
わこ機友会ニュース﹂ を発行されてい
ますし︑会員の近況でも載せれば結構
面白いのではと思っています︒
今後︑会員の和を目指し努力するつ
もりです︒皆様のご鞭榛を お 願 い す る
とともに︑ご健勝をお祈り致します︒

卜

滋賀支部 ﹁会計監査﹂
石本与一郎氏ご逝去

当支部役員として創立以来ご尽力下

︵株︶ 代表取締役社長︶ は平成一〇

った石本与一郎氏 ︵ダイトロンテク
ロジー︵株︶ 及びダイトパワートロ

お祈り申し上げます︒

牢 ︶月三一日午前四時三〇分心不全
のため急逝されました︒
ここに生前のご功績を偲びますと典
に︑謹んで哀悼の意を表し︑ご冥福を

機友会滋賀支部会員一同

▲乳↑︑
■
．
︒
・

lA

になった方で︑八四歳になられた今も
お元気ですよ！という事をお知らせし
たくて筆を取りました︒

み子様は当時︑理工学部の医務室で看
護婦をして居られ誰もが一度はお世話

に久しぶりに︑懐かしいお母ちゃんを
囲んで楽しい一時を持つことが出来ま
した︒通称 ﹁お母ちゃん﹂ こと山本と

この春︑私達三〇年卒の仲間は本当

一︑はじめに

三〇数年ぶりに 懐かしい
﹁お母ちゃん﹂ を囲んで
小野健二
︵昭和三〇年率︶

同窓会だより

圭芸聖…誓

そもそも比の様な計画は︑今年の正
月︑理工学部六〇周年記念の準備委員
会の後︑会食をしている時たまたま隣
の席から ﹁お母ちゃん ︵おとみさん︶

に逢いたいなあ⁝⁝﹂

という敷物のA

さんの声が聞こえてきて︑私も一瞬お
母ちゃんが非常号懐かしくなり思わず
席を立ってAさんと昔話に花を咲かせ
た事がありましたが︑その時に近いう
ちにお母ちゃんと再会の機会を作ろう
と思った訳です︒

二︑出会いとその後
お母ちゃんと出会いのきっかけを作
ってくれたのは仲間の一人である三角
君です︒彼の話によると昭和二八年春︑
陸上部で右足を捻挫し医務室で手当て
を受けているうちに骨折と判り当時看
護婦をしておられた山本様の紹介で府
立病院へ入院︑以後いろいろと親身に
なってお世話頂いたことから家族ぐる
みのお付き合いが始まったとのこと︒
また当時医務室ではいろいろなクラブ
の先輩や後輩たちがお母ちゃんと云っ
て慕っていたとの事です︒
昭和三〇年正月︑彼の提案で皆で初
詣に廻ろうという事になり︑当時高校
生であったお母ちゃんの娘さんも一緒
に︑北野天満宮を振り出しに平安神宮︑
伏見稲荷︑城南宮︑石清水八幡宮︑成
田不動尊と一〇年分ほどのご利益を頂
いて帰ったことを覚えております︒
その後S四〇年代には先年亡くなり
ました杉本先生もお誘いして鳥羽の答
志島へ楽しい一泊旅行に出かけたこと
など︑懐かしく思い出しております︵﹀
三︑再会
鳥羽旅行以後は夫々仕事が忙しくな
った事もあり︑永らく年賀状のやり取
りのみのお付き合いが続いておりまし
たが︑ぽつぽつ現役を離れ悠々自適？

の年代に入りますと昔を懐かしむ声が
あちこちから聞こえてきます︒一方は
じめに申し上げました通り私のメモリ

角君に依頼し︑再会の段取りに入りま

ーに ﹁お母ちゃん﹂ という言葉が再登
録されていますので︑先ず森君の骨お
りで梅田駅の近くの料亭に場所を設定︑
造幣局の桜の通り抜けに合わせ日時を
決定の上お母ちゃんへの連絡を前記三
し
た
︒
さて四月一七日当日︑健康を案じて

りました︒

おりましたお母ちゃん ︵この五月に満
八四歳︶ が懐かしい美智ちゃん ︵S三
〇年当時一緒に初詣に廻った娘さん・
今は立派なお母さんですが敢えて美智
ちゃんと呼ばせて頂きます︶ と一緒に
お元気な顔を見せて頂き︑文字通りお
母ちゃんを囲んで懐かしい思い出︑過
ぎ来しことなど昔話に花を咲かせまし
た︒又当時我々学生と対等に親しくお
付き合い頂き実験のご指導をいただい
た笠井先生︑卒業以来初めてという顔
ぶれを含めた兵庫支部の同期の方々に
もお集まり頂き︑飲むほどに酔うほど
に笠井先生のカラオケも飛び出して文
字通り学生時代に戻って時の経つのを
忘れ歓談しました︒
話はなかなか尽きませんが︑宴の後︑
造幣局の近くにある帝国ホテルへ席を
移し︑ティールームで暫し再会の余韻
を楽しみました︒それでも名残は尽き
ませんがそこでお母ちゃんをお送りし︑
折角の桜の通り抜けを横目で眺めなが
ら︑ ﹁花よりビール﹂ と缶を片手に大
川の畔を散策し楽しかった一日を終わ

四︑再会を終えて想うこと
﹁お母ちゃん﹂ という言葉には淡い
郷愁をそそる響きがあります今回の
︹集まり︺ はそう云う意味から単なる
同窓会とは一味違うものがあったと想
います︒宴の中で皆さんの話を聞いて
いますとそこには無意識のうちにお母
ちゃんに聞いて貰いたいことが多々あ
ったのではないでしょうか︒又それら

をきちっと受けとめて貰えるからこそ︑
多くの先輩や後輩達が ﹁お母ちゃん﹂
といって慕ってきたのだと想います︒

今回は卒業以来初めてという大変懐
かしい方々にも参集頂き順番に近況そ
の他を拝聴致しました︒卒業以来四〇
数年︑決して平穏な日々ばかりでは無
かったと想います︒又夫々に歩んでき
た道は違ってもそれらの苦難を乗り越
えてきたという満足感が皆様の顔にに
じみ出ていたように想います︒吏にこ
の満足感はどこから出ているのかと考
えるとき︑共通して云えることは皆
夫々に ﹁青い鳥﹂ を見付けるすべを心

す3

得︑大きさこそ違え間違いなく同じ色
で同じ姿の ﹁青い鳥﹂を心のなかにお
持ちだからと想います︑︒
今回はお母ちゃんをはじめ懐かしい
方々にお集まり頂き︑最高に幸せな一
日であったことに感謝して筆を置きま

ていただきます3

●特別寄稿についての経緯
昭和三〇年卒 小野健二
この春︑私達のグループは前記の通
り︑お母ちゃんこと山本とみ子様を囲
んで楽しい一時を持ちましたが︑その
前後にお宅を訪問し︑山本様の貴重な
体験談をいろいろと聞かせて頂きまし
た︒その中でも特に印象に残る思い出
を綴って頂きましたので︑お披露させ

山本様は昭和二〇年四月から三一年
間主として理工学部医務室に看護婦と

して勤務されていた方で︑初代総長中
川小十郎先生の奥様のお気に入りで

色々とお世話をされた事もあると伺っ
ております︒

今回は戦争末期︑空襲の激しい中を
豊川の軍需工場へ動員中の我々先輩を

≡：i≡・云
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位牌に合掌して居られる姿は無念と悲
しみに溢れんばかりでした︒三︑四日
豊川で皆さんの手当をして帰京いたし
ました︒其の後間もなく終戦を迎え動
員先から学生諸君が復学され学内は活
気に満ち動員中の学業の遅れを取りも
どすべく勉学に熱中する学生諸君でし

事務局だより
立命館大学理工学部は一九三八年に

げます￠

館評議員として機友会の発展ならびに
立命館学園の発展に対して︑物心両面
にわたり大変なご指導とご支援を賜り
ましたこと︑事務局として重ねて厚く
お礼申し上げる次第でございます︒
さて︑今回の﹁機友会ニュース︵NO．
5︶﹂ 発行にあたり︑各支部関係者や多
くの会員各位に貴重な原稿をお寄せ頂
きました︒ご多忙の中︑種々︑ご支援
とご高配を賜りましたことに対し︑衷
心より謝意を表したく存じます︒
機友会としては今後︑本部と各支部
との交流や相互支援など︑会員各位の
ご意見を頂きつつ︑﹁楽しく力強い機
友会﹂ を目指して努力を重ねたく存じ
ます︒今後とも幅広くご支援を賜りま
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︑会員各位の
益々のご健勝とご清祥をお祈り申し上

i．聖一一●上

汁 鹿i ．

、 一一′

100t義m

イクロプロセスによって製作されたものです

看護に行かれた時の生々しい様子が綴
られています︒当時亡くなりました諸
先輩のご冥福を祈りながらご覧下さいむ
最後になりましたが︑八四歳という
ご高齢にも拘らず︑快く原稿を引き受
けて頂きまた山本様に厚く御礼申し上
げます︒
︒
た
しかしながら食糧事情との戦いの連
続でもありました︒
或る日突然衣笠寮から寮生病気との
知らせで寮へ急行したところ患者さん
は肺結核でした︒早速入院寮内消毒な
どで慌てた事もあり振り返ればまだま
だ未熟な私が学生諸君に頼られていた
のだと思いを︑はせております︒
又或る日実験中鉄粉が眼球にささり
心配しながら遠藤先生と共に府立病院
へと走り診察の結果手術との事で慌て
た事もあり手術は深夜に及び大事に至
りませんでしたが長い入院生活を余儀
なくされ退院後登校出来る様になり胸
をなでおろした事もありました︒思え

ば長い年月実験室︵機械電気化学土
木数物︶と共に歩んだ気が致します︒
在職三一年の間に皆様も御存じの学園

涙がとめどなく流れるさま

紛争もありました︒
今日国際化グローバル化と社会が変
化してまいりましたが戦後の物資のな
い時代にはそれなりの良き日本の姿が
ありました︒時代の変化を見るに至り
いささかの不安を覚えずにはおられま
せ
ん
︒
まだまだ書きたい事が御ざゐますが
年と共に思ふにまかせず︑これにてペ
ンをおかせて頂きます︒
今後は学園の発展と皆様の御活躍を
心より願ふ次第で御ざゐます︒
※

立命館高等工科学校として発足以来︑
現在︑満六〇周年を迎えており︑人間
に例えれば丁度還暦を迎えたことにな
ります︒このような記念すべき節目に︑
本年一〇月一一日に北海道支部が設立
され︑島田会長のご指導のもとに過年
来取り組んで参りました全国規模の機
友会支部組織が︑会員各位の熱意溢れ
るご支援により︑ほぼ完成したことに
なります︒長年にわたる会長の卓越し
たご指導と︑全国各地で逗しくご活躍
されている会員各位の絶大なるご支援
に対し︑事務局の立場からここに厚く
お礼申し上げます︒
また︑島田会長にあっては本年一一
月七日開催の第一七回定時総会を機に
会長職を後進にバトンタッチされるこ
とになりましたが︑前会長・大南正瑛
先生の立命館総長ご就任にあたり大南
総長から特に請われて会長をご承引頂
いた経緯がございました︒したがって︑
会長の在任期間は大南先生の総長在期
間の八年と丁度重なることになります︒
機友会会長として︑また︑ ︵学︶ 立命
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山本とみ子

思い出

突然の御指名に戸惑いながらペンを

先づ初めに比の機会に恵まれた事を
感謝致します︒
取りました︒

さて私が立命館に採用されましたの
が昭和二〇年で御ざゐます︒四月一日
初出勤いたし学内に学生諸君の姿がほ
とんど見受けられず大変驚いた事を覚
えております︒つまり大部分の学生諸
君は学徒動員により軍需工場其の他へ
と動員され学内に残されたのは学校警
備隊と病弱の学生諸君だけだったので
す︒毎日勉学と容赦ない軍事教練を強
いられる学生諸君を目のあたりにする
日々でした︒

度に私達の胸が痛み見るに忍びない

終戦直前の或る日広小路学舎の学生
諸君が四人動員先︵豊川海軍軍需工場︶
で爆撃にあい尊い命が失われました︒
大学からの指示により現地の負傷者の
為我々は豊川へ急行致したところ宿舎
の門前で入寮許可がなかなか下りず問
答を続けておりましたところ︑これら
一連の問答を聞きつけた一人の学生が
叫びました︑﹁学校から来てくれはっ
たで！﹂ と早朝にもかかわらず直ちに
整列し※湧柁ながらに最敬礼で迎えて
くれた姿は私の脳裏を離れる事はなく
思ひ出す度に涙がこぼれる次第です︒
豊川の宿舎へまゐり痛ましい皆さん
の姿を目前にして思はず目頭が熱くな
りました︒四人の位牌は木製の手作で
心のこもった位牌が祭られてあり胸を
打たれ涙ながらに合掌した悲しい思い
出が御ざゐます︒学生諸君は朝夕友の

立命館大学のシンクロトロン放射光装置とマ

仮想現実感によって種々の環塊を人工的に創
作し、人間特性を計測札 解析します。

ロボットの制御プログラム開発の教育用とし
て当学科で設計．製作されたものです。
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