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︵題字は村山有用氏︶

校友組織と母校立命館の連携促進に寄せて

を蓄積しております︒母校の発展と
顕著な実績の数々については︑日頃
から︑マスコミで広く報じられてお

さて︑理工学部の機械システム系
学科は ﹁機械工学科﹂︑﹁ロボテイク
ス学科﹂︑﹁マイクロ機械システム工
学科﹂ の三学科体制になっており︑
機友会についてもこの三学科の在学
生・卒業生・教職員で構成されてい
ます︒教員数も機械工学科だけの時
代に比較して機械システム学系全体
で三十五名になっており︑単一学科

拡げたく存じます︒

いにこの喜びを共有しながら︑更な
る発展に向けて母校への支援の輪を

り︑会員各位もご存知のとおりであ
り︑校友として誠に喜ばしく︑お互

︵昭和二十四年辛︶

立命館大学親友会合長 大庫 典埠

平成二C年4月には︑新たに生命科
学部・薬学部が創設され︑十三学部
三万七千名の学生を擁する全国有数
の大学に発展し︑まさに私学の雄と
して研究・教育の両面で確かな実績

時下︑機友会会員の皆様には益々ご
健勝のこととお慶び申し上げます︒
平素は︑本会の諸活動に対し︑何か
とご支援を賜り誠に有り難うござい
ま
す
︒
機友会は︑この程︑第三十一回目の
記念総会を開催することとなりまし
た︒押上学部の原点は昭和卜三年に
設立された立命館高等工科学校にあ
り︑間もなく創設七〇周年を迎えよ
うとしています︒機友会は理t学部
別立直後の昭和十六年に設立されま
したので︑ほぼ同じ歴史を刻んでお
り︑このたび第二十一回目の記念総
会を迎え︑その歴史の重さを実感す
る次第です︒
母校・立命館大学では一九九巳年
のBKCへの理工学部拡充移転を一
つの節目にして発展の一途を辿り︑
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時代に比べ三倍程度に増員されてい
ます︒また︑平成卜九年四月より機
械t学科の坂根政男先生が理工学部
長にご就任され︑理工系関学部連携
の総合埋t学院なる新しい教学体制
への移行期の中で︑卓越したリーダ
ーシップを発揮しておられます︒機
友会としても全幅のご支援をさせて
頂きたく︑会員各位には格別のご理
解とご協力を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます︒
なお︑過年来︑本学のホームペー
ジの中に機友会のホームへージを開
設しており︑母校や機友会を取り巻
く最新の情報が掲載されています︒
このようなホームへージの開設にあ
たり︑全回各支部の会員各位に多く
の贅重な写真や資料のご提供等︑幅
広くご支援を頂きましたこと︑誠に
ありがたく感謝に堪えません︒さら
に︑ホームページの開設とその後の
維持・管理は大変な労力を要します
が︑この点において高木守副会長を
中心にして︑役員各位・事務局関係
各位の絶大なるご支援を頂きました︒
ここに記して︑衷心より謝意を表し
たく存じます︒
それでは︑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
お祈り申し上げ︑巻頭のご挨拶に代
えさせて頂きます︒

親友会のますますの
洛展を祈念して
坂根 政男

学部長

二〇〇七年四月から︐理工学部長
の任にあります坂根です．機友会ニ
ュースの紙面をお借りして三百ご挨
拶をさせていただきます．私自身も．
一九七二年の立命館の機械工学科出
身であり．昨年度までは機友会京都
支部の庶務幹事をしておりましたの
で︐その意味では機友会の活動に深

なり．20学科︑入学定員は172

く関わってきた一人でもあります．
色々なニュース等で報道がされて
いますように．立命館大学の押工系
学部の発展には臼を見張るものがあ
ると思います．私が学生の時には︑
理工学部はわずか5学科 ︵数学物押
学科．応用化学科︐電気工学科︑機
械L学科︐入学定員は五cc名弱︶
でしたが．▲九九四年四月の理工学
部の冥︹への移転以降︐飛躍的な発
展を遂げ︐二cc八年度の理工系学
部は︐一4学部 へ理工学部︐情報埋t
学部︐生命科学部︐薬学部︶ 体制と

0名．大学院生の入学定員725名
の我国で最大規模の理L系学部が誕
生することになります．このように
理工系学部の発展は学内関係者の努
力はもとよりですが．それにもまし
て．機友会をはじめとする校友の暖
かいご支援のたまものであったと確
信しております．校友の皆さんのご
支援なしには．この到達点は到底築
くことが出来なかったものと日々︐
感謝をしております．ご支援．有り
難うございます．
さて︐二m香㌢八年四月からは上記

の4学部を束ね︑理工系の4学部の
統合的な研究と教育とを推進する組
織として ﹁総合理工学院﹂ が発足の
予定です．これまでの既存の学問分
野の枠を超えた研究や︑より広い視
野の学生を教育する上での最適な組
織ではないかと思っております．

今後．この新しい体制から︑創造的
な研究成果や魅力的な学生が輩出さ
れるのではないかと．大いに期待を
しております．
上記のように．変革の激しい時代
にあって．理﹁系学部は今後も時代
に対応した新しい取組みを行ってゆ
く所存でございますので︑厚かまし
いお願いとなりますが︑これまでに
もまして種々の面での．層の暖かい
ご支援を賜れば幸いです．
末筆になりましたが︑機友会のま
すますのご発展を祈念しております．

史郎長 古城敏幸

関東史郎だより

︵昭和四十二年草︶

平成卜九年八月十九日 ︵ ︶ 都内

﹁清澤庭園﹂ 内の大11二記念餅にて︑
関東支部第二回総会を開催致しまし
た︒機友会本部会長 入庫典雄氏︑
機友会京都支部長 佐々浪元彦氏︑
立命館大学教育文化事業部次長 志
垣陽氏のご臨席を賜り︑会⁚H二卜六
名の参加でした︒
総会では︑来賓のご挨拶︑新役H
の紹介と承認︑会則の補足説明︑会
計報告がされました︒
講演は︑向井俊雄氏︵昭四十一年
卒︶ の ﹁私の実験人生と経営墨験﹂
にて︑氏の波乱万丈の人生経験とど
んな事にも挑戦的な実りある教訓を
ご披露して頂きました︒
総会の後︑懇親会に移り︑余興に
特別招待の千葉山貴公氏︵歌謡曲歌
手︑平十三年丈学部卒︶ の歌をご披
露願い︑懇親会の雰囲気を大いに磁

り上げて頂きました︒
懇親会は︑正に老若男女の懇親の
場となりました言翫高齢者はN氏へ昭

二十四年率︶︒昭和二十年旧陸軍仁
官学校生として満州にて終戦︑その
後立命に入学︒大阪市役所〜旧日本
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航空〜梓設計等り業務を経て︑昨年
全てのお勤めをやめ︑当隼八仁．．歳
だLaこしモしたが︑さすが仲人出
身で北 筋が伸び︑電鍵二言ご±然た
る印象︒二次会にお誘いした時も﹁お
誘いは断らない主義L L﹂最後まで気
持ちよくお付き合い頂きました￠ 隼
少音は︑業務多忙の為︑︑11初総会・り

み参加予定を︑懇親会までお付き合
い頂いたM氏 ︵平卜L隼卒︶︒九日
に転勤という頂に庶務を快く引き受
けて頂いた気立ての良いK氏 ︵半在
年卒︶ と紅．点の心休まる受付DM
女史へ平九年卒︶でした︒−次回も渠う
ことをお約束し閉会としました︒
有志のみい二次会は深みのあるS
氏︵昭二十．隼卒︶︑C顔利きで呵1．駒
形どぜう﹂ 店で︒また︑⁚次会に於
ける︑学音肌で気さくな叔父様へ変

貌の元H製作所研究所所長のK氏
へ昭四十四年卒︶ 等々のユニークな
お話しを紹介したかったnですが︑

紙面の関係上割愛させて頂きますぐ
次回平成二卜∴隼予定の総会には
今回ご出席かなわなかった万ヤも︑
万障繰り合 わ せ の 上 ご 参 加 頂 け ま す
ように伏してお願い致します￠

l ：八年．月．1日へ ︶夕刻圧時．．．

卜分より︑料亭二しまや庵 重吉二京
立命館大学機械工学科
都車卜京区高倉仏光寺LJL東側↓にて
四十三年辛の集い
開催しました︒添付β写真はその折n
記念写真であり︑ト㌧．．名宛にご案内を
差ししげましたところ︑写真に写って
こり会いスタートは定かでないが︑
閲西地区に在住の仲問に仁丹をかけ現 いるト㌧．名のご参加を頂きました︒ほ
在卜．一．左が脹まり情報交換等をして ぼ﹂隼ぶりn脹昌となりましたが︑
います．り今まで︑新年会︑忘年会︑ビ 参加者各位とも色ヤな話に花が咲き︑
アーガーデ・／︑そ■い他ゴルフコ︑／へ等 時間の経つのも忘れて︑−‖交を混める
日限ま日がありました︒こい会の束︑ノ こ と し し な り ま し た ︒ 幹 事 と し て も ︑ こ

多数の参加を得ました仁

のH心い出を仲間とゆっくり語り合う

卒業して行∵﹁隼を迎えることになり
ました︒
圧仁周年の節目を迎えて衣笠時代

が︑時の経つのも早いもので本年は

クラス会も．．▲年毎に行ってきました

私達同窓生は︑苦節C歩みと代に
広範な分野で活躍している人が多く︑

おりますむ

いとM心います︑どうぞ眉しくお願い
します︒なお︑閲西地区に二在住い
クラスメイトり岱様で︑こい脹いに
ご参加頂ける方々については︑卜記
掃メールアドレス宛にご∴鞘頂けれ
ま︑次回以降D開催案内をお届けさ
せて頂きます￠ 奮﹁てご参加いただ
きますよう︑心よりお待ちいたして
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また︑私達が学んだ木造の機械科
の実習実験室︑鍛造室等衣笠学舎も
浮かんでまいりますむ

げます︒本日︑ご出席いただきまし
た酒井教授には行∵﹁周年を迎えて0
ご挨拶を賜り︑続いて立命飾人草占
現況と将来像についてお誹をして頂
き︑懇親会は寺ハ先牛の乾杯い御発
声でご歓談に入り︑そn後数人い代
表井より懐かしい想い出や近況を右
話頂きましたが︑私は当時広小路学
舎直門清心飾前に全国掃学徒動⁚Hで
亡くなった万々を記念して反戦平和
の誓いを新たに ﹃わだつみの像﹄が
建立されたこと︑艮主的な学園運営
の美現に向けてい ︵枚︶ 木川博総長
の発意が今でも頭に残っております︒

黙祷ご冥福をお祈り申し卜げました﹁
尚︑閲宴に先立ち立命館人羊 皇
国校友会会長 山中諒様・仝同機友
会会長 入庫典雄様・理仁学部 機
械L学科 学科長 円清水連左様
より戴いたご祝電い披露がありまし
た︒ここに衷心より厚くお礼申し卜

同窓牛 ﹁．上牧名工 い物校晋打して

魚住周弘 へ昭和三十二年草︶

五十周年記念同窓会を開催して

バーが幹車となり︑機械﹁学科四十．．．
の会で皆に会えるこし﹂がこい卜なく
隼卒全体の同窓会も二回程度開催し 楽しみです︑今後とも継続して行きた
しかし︑我々も還暦を迎え︑今まで
と違った環境になってきています︒人
により状況は違いますが︑すでに会社
を退職された万︑定年後も勤められて
いる万︑その中でも給料が榔端に卜が
る万︑全く下がらず現状維持の方︑年
金生活の万︑アルバイトをして︑生活
のリズムを保っている万︑またご不幸
にお亡くなりになられた方など︑人牛
模様は粟に幅広く︑感慨．人の年齢を
迎えています︑U各人外様の人牛観を胸
に︑それぞれ楽しく元定な毎日を送り
たいものです︒
さて︑このたびの我々掃渠いは二

るご清遊の宿﹃らんざん﹄に於いて

均し﹂して︑衣笠学舎の近辺嵐山にあ

平成十九年六月十二日に．泊同窓会
を行いました︒参加音は．．．卜放れと
恩師の寺石稔先生︑槻職の酒井：達雄
教授をお招きして開催致しました︒
当日は皆様方ご多用の申︑遠路から
もご足労賜り元気な顔で集合してい
ただき︑幹事としても感謝すると共
に喜ばしく存じました︒

久し振りに皆さんと会った瞬間は
お互いが中々名前が出てこない︑そ
れでもジツーと見つめるとそれぞれ
の動き個惟と共に︑昔の姿︑顔が浮
かんで参りました︒
庭園に於いて記念写真撮影後︑開宴︑
苦尾正さんの司会により⁚目頭に恩師︑

懇親会場では松木博文さんりこ支
援により現応接川自学牛さん数省が
特別参加して頂き校歌︑応接歌と叛
に雰囲歳も溝口上がり会場は何畔し
か︑夜遅くまで衣笠時代いよき想い
出を語り合う場となり旧交を混めて
いただき︑余牛をお圧い克美惑い持

った人牛を揖む車で閉会としました︒
今後も情様万健陳に留意さか大空
で出会㍉た伸問は遠く離れても心り
繋がりを左切に次回も正気なお顔で
お目にかかれるこし嘉一楽しみにして
おります
末尾になり麦したが丹校日．屑Cご
発展し丘ハに機友奈会⁚ 首位い益ヤい
ご健略ご多幸を心よりお祈り申し卜
けますれ
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育成します。
〒5ニ5−汚77 震智鼎喜連市野路東トト1玉串緒ナ事 理工事部 胱村こ∴∴キム斉

Elt・臼封l劃耳掌り
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TEL〔け7時61）ニ扉●4

‖匹電子克情緒工宇目

FAト川77唱仁一1に仁濾5

∴℡電子情緒羊や1∴字り
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≡三三トセロホ千・，rr宇目
』｛｛｝ GT川蝉｛・TTL工亨ト
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■■』 翠や塑十二千声工亨り
臼稚菜郡市芋サ1
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立命館大学機友会ニュース

第12号り）

級友会ホームページの私有

更新日：コ印〕7−11−16∴更．艶血量

和服発信：ニl二日二14−1：圧トl二l仁一

王苛虐官十字棉薫三雲は 立帯食官十字理工宇部・紳輔戒市学科に寺宝手書て「三

学生 同7宗主」掛昌．繁昌草〔：草ため草同‡宗妄読鮎敬です
日掛博ネ苧糾：椀種工学科・ロボティ＿丁∵苧14・丁・71プロ碑が同工∴丁子ム工等■糾い

こ
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虔劇

あ〝〉′亭

膚JFj舌の〝ガ

劇鎧と会卓
慮＿貞靡戌

且野
チ・二二十・フリ ーク

結 …㍉こきクリソク

第7恒】搬玉女宇部王訃中徳富丼．三・：1・：・7年7月7日く土さ．宇部力一千二リミし．・千手テルで牛l姜41時コ・：・寸より聞ffきrl斎した．二．善加
巷は中！亨支部長ほか．三・二・：も．蛇恵は．下喜むて・ヨ部構成で1隻1干されました
！≡

衝前転村雲≧諾罵嘉竃憲憲監憲法撃憲諾璧重き竃藍琵慧憲琵
：会に関する記事 一した．）
l
l

「￣−￣

＿

＿

＝＿

￣

＿

＿

l

：災害救緩軽最航空機関登ワ烏ジェクトに関する記事：

l………￣…丁…￣￣………J

＿＿＿＿＿＿】第二部では．宇部学園十字豹摂 十百先生から「Jト1チエ止葉音生む古郡・宇部丹誠」と星臥．＝パテ．ン産美空中心に亨郡にしっ
かりと根付いてし．1三．漕混モ 独特tT・tq占から考零され．た臭い．お話モ何しばした．：．

第3部（て・甥柁套はま■拍11時闇半∴講師苫誓iて和やかな雰回気で，璧規恵かこ持たれ和気諮tnnにも開きとなりました仁．
こくて一中で 宇部御苑に号も．轄三．西園寺亨ゆかり中話宣曇として「白雲神社」万酒井先生より滝・汗きれました．：．

く文責：亨郁支部庁荒む手 折腫脚も毒針昭和47年宇）

第2日（9月22日）■■■試作機の走行！式験・小型無人機の飛行実鹸＞糾■
場所：上五島空濾（9：30〜15：00）

1）軽圭航空轍恒LPIの地上毒行試験の実施
i事止靡ほ仔細や禰冨 納靡I宇持碁I舟朋僅 工ンジ二・回l虔度と加速性篭は艦装玉章・機能蟻三雲 ゴL・−キ托・f 軌蟻
三で 高楼責付こよも磯は積遥拝1妄壬蟻三で

前記注せ」理論値七第〜附き別まは台掛ノてあり邦帆！・目的度量事に漣成すも事かで富た。∬虹長座に若干間麹
占苦I毒したか これは指真に†1す三・印書古か；輝在化した事空事音いりさで奉り 更に楕嬬して1陪たいて

二日」型寧九概帝展テ飛行草実施
汀工丁ミ．丁子ム西朋儒崖によ三．・ト型ラ二●ニコン義人鰍て1弼1号稟静 ∴書相称て・舞（て・地上■lH糾集中蟻三で
すば匂ノいコ二、・トロ1日こより 高度1−：巾m前†豊中上空き離村▲守に弔事弾＿㌧それモ見上げ王．見字書寺．11・：■l：・鳥篭

パッチリセ与えた航空写車も針．ト ナきち拍手で棄朴は㍍7した。

目上 ヰ回は昨年まで覆用きれていた菓杵か空虐乃衝・！・析上五島町で羊施された事も盾り これまでに暮い 緊張雷と充
実雷に應ちた「軽量枕空機間発研究套」として 成功裡にキタ丁出裏ましたことモ 長1圭になりまl＿1たか㌧稚巨二塵f痛苦叩りま
した井上町長苫はじめ闇侮て・青十に蜃十御礼申し上げます。

【編集後記】
立命館大学棒友奈−ノ）機l用t 機友余二二二1−一一十j 右、二射た

捗Ntl．1二を碓行する二 にな′ た 本号では、巻頭ノ弓ミ艮頼
持、乞部だ上り、川窓奈ニュー1等の．記・圧を才射仮させてl廿こ
ヒとき，に、とく；ニ本学ホ一一ム・〆、−ジ仁の「穐友余ホーdムい、一一

ジいノ）詳細な参照万法を紺行させて頂いた たた、ホーム・㌔七、
−ジ参照例として「第7回京都友部総奈」に関する聞連記●拝

を称拉させて】叫、た 本紙掲搬記■ji：L川京稿をご執筆いただい

A

＿

霊も

こふ 持こ・∴孝二ヰ主情でより上五島三溝∴攣事別宅

た余日糾立に対し、深甚なる謝意を長十ろ次第である 妾た、
組立・調整

本会ホームJ＼−ジげ）編脹わご居力を甘いた高村刑余罠、本紙
権行企両をごfI門Jtrfいたk凧刷奈良、高言・デーーウノ）紬渠作業
をご机、l川′亘、た′ト澤悠雷ト軒・拝ほじ的、関係附立に付し、こげ）
場を侶りて厚くお礼申し 卜十「㌣十

立命館日、∴モ機友余事務局
〒5：5−8577滋賀県草津市野路棄ト＝

立命館大学理1了声部機械システム学系
i事止ふ釣靡I字仔多ItT・用言

加せ性能・け忙機縁他 市虎篭l刊こよ号．蚕ま・確三で

TEL．077−561−2664

FAX．077−561−：6f）5

事務室

