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一巻頭吉一

自己責任論フィーパー

昨年3月20日、イラクの自 i句作戦と艶打って始まった

イラク戦争は、同年5111目、プッシュ大統領の米空母エイ

プラハム・リンカーン艦上での鞍闘終結宣言により.一見

早期解tたしたかに且えた.しかしその桂のー年間の動き

は、マスコミの報道のとおり、梶間化しつつある.6月末ま

での全面証拍移臓がうまくいくのか予断を許さない情酔に

ある.ともかく、戦争の大轟名分が今町時点にいたるもは

っきりしない中で 5月連休に入って米軍によるイラク人捕

膚掴待のニュースが連日報道されている固この行為は、米

国がL、かに弁明しようとも、 1949年に締結された戦争に

おける民間人と捕虜の取り岨いを世めたジュネープ詰協

定{第三条約)適圧で今桂の動向が註担される.

さて、今回の捕噛虐待機道で、その前に起きた5人の

邦人人質事件が急速に忘れ去られようとしているかに見

える.ここではその事件の最中に加熱して蹟離された.

f自己責任jにスポットを当てて身える.

ここ10年来、工学教育に関わり、これからの桂術者に

求められるコミエュケーション能力の重要性について韓首

してきた.無事解肱された中のー人、今井君の配者会且

で畳け応えを岨ていると、とても今春高桂を牟聾したばか

りの若者とは思えないような堂々としたもので岨心した.

自己を外に111さず、いつもエコエコ、何を考えているのか

分からない アルカイックスマイルと再検された担々世代

(中高年以上)に対する外人の評価は昔話で、コミニュケ

ーション時代に育った若者には、会話力不足li杷憂に過

ぎないのかもしれない.しかし‘解肱された5人の人質の

方の会見を組ていると.福岡官房長官の雷を待たずとも、

『盟の心子知らず』の曜がした.

NGOをパックにした主盟問動、書化ウラン脅を植弾し

た人々の植害調査、フリーのカメラマンとしての鞍燈の報

道 Jt人各樺の理患の下.現地に積極的に赴い

て活動されていることは、繁晴らしも℃とである.匝神大量

~を型機に瞳害者撞助活動として若者遣の聞に自需塾
生的に起こったボランティア活動は、今日ではすっかり定

。している.今阿の人質目方の情動も精神的には、その

延長組上と思われるが国際舞台となると園内活動とは

異なる。100人集まれば100種置の正轟があると宵われ

るが、客組的にみて、世らが自 己の信書:に基づいてとった

行動は、支持こそされ、非障される筋合いのものでないこ

とは自 明である.しかし、よかれ、正しいと思った行動も、

結果的には多くの人々を毘乱の渦中に巻き込んだことも

事実である.いわゆる自己責任畠過然報道の臨響か、世

らの婦国の際の撞いがまるで型罪者のようだと、 外国メ

ディアが報じたそうであるが、執が国は我が国のスタンス

をはっきりすべきである.喰元過ぎれば何とかで、今更、
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貰普金自動車部顧問原田

措誼を薫し嵐す完もしないが岨が国は、マスコミが世論

の主導置で、 社説で自己責任誼を真っ先に展開した誼売

新聞、また、世らがアンマンから紛争地域のフアノレージャ

ヘ向かうときにとった行動に対するNGO鉾師の盟明

そこからの属開をみているとどうも中通半端なところで一

件事着である.血は個人的にドイツが鮮きであるがドイツ

人は何事にも世底的に語論する国民である.それに引き

傍ぇ、我々日本人は少なくともこれまでは、然しやすくさめ

やすく、また、相手を揖歯で歯値してしまうような歯理力も

持ち合わせず表面的な恒しさがカモフラージzしている

由民でやってきた.

その昔.盟の担能A子は憲法十じ条(602年}で、『和

をもって貴しと為す 』と世めたため、その桂、個人主

曜はしない、 111る証はうたれる、他人と協刷、骨々の精神

が誼々 日本人のパックボーンとされてきた.Cn'L-、同車

怯の晶笹に『それ事は強りで術{さだ)むべからず.必ず衆

(もろもろ)と歯(あげつらう)ベし』と定められ、他人と描歯す

ることの重要性が棺嫡されている。むろん五箇条御曹文

の描一条『広く会瞳を輿し万陣公畠に世すベしJL黙りで

ある.おEいにもう一度歴史を勉強しなければならない.

今回の人質事件且び付随して聾生した自己責任瞳争

を外岨して思うことは、 ll!々太事1I単ー民棋と肯いながら

も、世鞍固としてのトラクマをいまだに引きずっているため

か、 国民に共通するような庫梧舗を持てないでいることが

l問題である.陸宮不配年金問圏、少子商船化社会、首

宮蓋拡大.二維分化社会、どれーっとても、世代を湛えて

納骨できるコンセYサスを形成するための揖蹟が必要と，¥!!.わ

れるが、 いつも置しい問題は先送りするため、世直しをどう

するか、臨A伝的に蟻諭する時期はとっくに剣来している。

最桂に、lII<年来語論の的となっている、融宵&1駆と関
連して『ゆとり教育』についてー君.益々 d、さくなってゆく

旭嫁上で、無事生きてゆくためには、{可をどのように勉強

すればよいかについて2002年度よりスタートしたゆとり

教育は、お掴目は立揮である.自ら学び、 判断し、行動す

る (I[に自己責世もとれるような)生きる力を育むのがゆ

とり教育の神髄であるE 従前に比べて学習時間や内容が

陣っているため、生きる力を桶聾するには、少しお勉強の

聾求量が少ないのが気になる.遣山前文部大臣の聖書

で、ゆとり教育路線が少し惇正されたが、 ともかく、自己主

張ができ、世界民脹のー且として、広い世野に立って行

動できるような子供遣が育ってくれれば.韓が国はまだま

だ捨てたものではない.信正パージョンのゆとり瞳育の成

功に期待したい.ただし、そのためには、仕上げを担当す

る大学人は、教育に益々エネノレギーを住がねばならな

い. 平成16年5R9日付 (工学部機械知能工学科敏授)



ご挨拶

自動車部OB会会長引き受けの弁

OB全の僻事の一人から手紙が来て、 10B岳会長は、

九州在住の)jで自動車部に揮〈関わってきたあなたし

かいないJと盟得されて引き受けました.

自動車開08全員名簿をみると、先畿で九州在住のん

が 14~ もいらっしゃるのを飛(J圃えて、 甚だ申 し献なL 、と

思っています.

さて、無 F麟流ともいえる私が今からやる事といえば、

世日や会目的Ji々の意見に誕って自棋体で対処してい

も くしかないでしょフ.

且11皆傑Jjと同様iこ、 f自動車部をa停車しましたlと胸

を彊って肯える 人だと自負しています.祉会人となり

機械設計開発の仕事を永年経験しましたが、自動車部 で

瞳えられた様々な忠告が大変世に立ちました.諸先輩、同

自臣、世畿でお世話になった方々に心から感謝附し上げま

す.この機会に56{ド酬のJt'ドを振り返ってみたいと思い

ます.

訟は昭和22年に明専iこ入学し、 入*と閉じ 日に、 同室

になった中野J;.典君と一緒に自動車郷に入りました.そ

のころは自 動車に乗ろうと思っても 祷過の稼ぎでは '1'
々かなわぬ夢でした.

僻事さんはキ23の問中圭二さん 同じ〈ー重野宗 さ

んでした.今、 大阪でご活躍の舛谷圭ーさんや佐庵昭

で郎さん久保附夫さんなどは思い存在でした.テ24の

高野唱也さん、カ24の真郎子兄 さんも鉾4阿部屋で存在

感がありました.

闘中主三さんから言われたことは、 Iおまえ耳東厳に来

て車の世備を」ヱ主主主L主運転;させんからな.Jという厳

しいお元軍でした.あきらめて、せっせと車庫に通ってエ

ンジンの分解 パルプン←ト の手研蝶組立て タペッf

測量、 点火プラグのカーポム〆掃除に励みました.

昭和22句とバえば、新温 謹 教校!J'自動市自部の部長

になって日1¥、た年でした， 日産自 動車ではアメリカから

輸入ストYプになった副首切り工具を解析して国産化に戚功

され 自動卓生産に大変貢献されたと向っております.

部畳として、自動車掃の維持費展にk置ご尽hされま

した.ところで先生は自動車免許を持っておられなかった

ので、 f先生 免併を取って下さい.Jと曹ってその時ば

かりは学生の}jが先生です.面白い体験をしました.

二年生の時には高野聖也さん 耳那子晃 さんの御両

1.が僻事で、ずいぶん直面同 にしごかれましたが、事の

整惜も手馴れてきて、運転もかなり出来るようになってきま

した.

その頃、直伝マエュアルを作りました.すなわち、 運転

桂捕をAクラスからDクラスにランク付けし、Aクラスはー

3 

自動車部OB全会民 松尾

人で極外運転許可、 BクラスはAクラス指通事のもとに亜転

許"i、CクラスはA'Bクラスの指導のもとに、構内の行李

道路(現11'の 正門から闘門までの木立のなかの細道)運

転許"i.。クラスは佐内の免許練習の時のみ運転許可と

いヲものでした.このクラス判定は併本が行います.従っ

て、常に車の唖備に摘を出す人の運転がより l遣し、上

のクラスになる"i能性がありました.

私が二年生になった時に.世のψは広いようで狭いな

あといフ偶黙を睦験しました.忘家策10曜に配置された斬

入りの中生の名前がf佐武植雄lとなっていたのです.彼

とは昭病119年東京陸軍幼年学悼の摘四割育臣に同席

したInJ柄でした。昭和20i手8月の終軸E正って、 人は

幅剛市と太分以のお母さんの実家に分かれたきり、 If{j

不通でした.同姓同名の人もいるものだなあと興味半分で

待っていたところ、 現れたのは正しく昔の駿友の薗でし

た.ゃあ.:;跡も有るものだなと大いに畢撤した次第でし

た.

モ年生のe字幕i主、 楠井通光君、構n4!生首と阜の三人

でした.存休みを利用しAクラスの二二人で学位の号星を借

用して、脱坑にアルバイトに出かけました.帽井君 iitu 
君とも般人になられたので、ねが代聾して配憧を辿りまし

ょう.器量を借用する学世側の条件としては、 ガソリンをl

ドラム寄付せよとL、うものでした.始めは軽〈考えていまし

たがこれが大聖な亘衝となりました.

院証絶栴は道路事情が空く.また、 過剰槽載を強制さ

れるため、 一二圃問自 には 重ね極パネが折れてしまいまし

た.パネの蛾入と取り答えに要した費用は大きく、 !日

までは赤字が続きました.その上、眉)ijヒのJiが学生と思

ってかlll.ttJt:.払いをしてくれません.避には座り込みをし

て、支払いを強要することもありました.約束の三十日日

にはやっと黒字を確毘し、ガソリンlドラムと、 人あたり三

F円程度のアルバイト科となりますた.打ち上げは回転燐

き3倒ずっといフ厳しいものでした.しかし、この静験は桂

から身えてみると陸宮そのものでした.このアルバイト行き

を支えて頂いた新荘先生に晶敬礼でした.

1<の僻事が佐直君を中心とした方々で、怯倒置之君、

島昭人君、世蝉但之君、川崎1噂久話、後膳哲ニ君などが

唖場してくることになります.

とにかく、この10B全会長jを誠心臓.112期 4年間高め

たいと覚憎しておりますー副会長の膚凶さん、尾辻さんほ

か世且の智さまよろしくお知恵とおhをお貸し下さい.

そして06全員のみなさん‘ 自動車問OB岳会より費属

させることにご協力下さい。

伝尾 (キ25) 04.4.132 



一ご挨拶

大学自動車部のありかた

先磁の皆さまにはご滑惜のこととお直び仰し上げます田

平楽は自動車部にご冊導ご線槌を脳り有り揮うござ

います.

紅は今年主将を璃める、槽械3回生の石九日宜とlJ1し

ます.昨年11月の自動車部OB会総会に出席させていた

だきました.総会の成功おめでとうございました.

現在の自動車部は部品 1 3~品でそのうち新師且は31，
です.少ない人聖堂で、ラリーやジムカーナダート等の各

瞳世に参加したりそのサポートにまわったりで、部員それ

ぞれが頑張っております.

昨年の実績は、 6月21nのサファリ m 九州ラリーで1

i立を、また今年2月9日の TeamCCSUジムカーナでも

同じく i位を勝ち取りましたが、それ以外の蝿桂では苦戦

貰普会自動車部主将石丸 (槽械3回生)

を強いられました.

私はk学で機械工学を学び、 部活動を過して制た知置

なり艦験を生かせたらと思い自動車部に入りましたが、

部活動町大半がこうした瞳匝会やそのメーキングに追わ

れ、車とはいささか遭うギャップも確かにあります.

しかし、開先輩が聾いてこられた実績を品々現世がダ

ウンさせることも出来ないと、練習などに碩蝿つてはいます

が、入部する新入生の少ないことも悩みの一つです.

「掩且16号Jの師陣に地り銅1みながら、 Ollとの吏極を

もっと吻やし‘いま輯々が直面している悩みや問題点を率

直に聞いてもらえる そんな時間と場所があったらいいな 1 

と思っています.

今桂とも08方のご助曹、ご躍助をお願いいたします.

一報告ー
活動報告・年次計画

2003茸ラリ ー
アクティブワンジムカーナ2003 N2クラス 3位

917 jMRC九州ン〉ニ7チャンピオンンりーズ描8鞍3/1-2 JMRC九州ラリーj，シリーズ揖l戦

V RALLY meeting'03 Cクラス

4/6 JMRC九州ラリーJr'/りーズ簡2鞍

3{立 ~ 8S杯 T8K捌 3~ムカーナ N2クラス 3位

KOCチューリップラ引-'03 Cクラス 2位

6/21 JMRC九州ラリーj，シリーズ買13職

サファリ m 九州2003 Cクラス 1位

9/21-22 JMRC九州ラリー J，γりーズ罰4鞍

CRMCラリー m 九州2003 Cクラス 2位

2003年ジム力一ナ
2/9 jMRC九州γ・aニ7チャンrオンシリーズ第1戦

AZLEA TECHNICAL SLALON N2クラス 3位

2/9 jMRC九州γユニアチャンピオンγリーズ簡6戦

Team CCSUンムカーナ2003 1'2クラス I位

8/10 jMRC九州γュエ7チt:.-t';f;.tyリーズ軍7戦

2003年
11/23 08金総会に主将 08担当参加

2004年安リー
5/2 JMRC 九州ラリーシリーズ都2戦

KOC チ三一~ツヅラ~-'04 Aクラス NV. 3位

7/IOJMRC九州ラリーシリーズ軍2鞍

PMSCマウンテンラリー2004 Aクラス NV. 3位

2004草年次計画

4月 入学式節目勧瞬 112月山口大河町桝祭

5/，0.-田 ACKSPRlNGRALLY I ジムカーナ

10/初-31KIf NIGHT RALLY 13月追い出しコンハ

11/19-21 工大祭 a事業式

自動車部部員名簿 (04'9・l現在)

世職 氏 名 学科学 11¥ 身控 氏 4民 学将学年 出身世

監督・ 会軒 関野 蝿械・3 県怯山市高(量揖) 安情 電気 MI 東香住ケ丘高 (幅剛)

主将・ ラト 石丸 極械・3 県佐賀商高(佐圃) 聞口 横様・4 県口加高 (畏 崎)

署員長 itt~ 蝿械2 県北軍高 (福岡)

Oll会連絡 樟永 槽械 2 ~\現薫E高(福岡) 蝉川 機械2 県北車高(福岡)

石塚 機械M2 県立'F南両(鹿児島) 平寧 物質l 県量逮面高(佐賀)

西本 物質 4 県長崎車両(畳鮫) 国古 電気l 広島措北高(広島

犬丸 蝿械MI 香権高(福岡) Jt木 物質l 県松山南高(量蝿)
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一ご接11-
OB会連絡担当あいさつ

この度石丸さん(主将・蝿械3回生)から、 08連絡且を

引き継ぎました、楓械知能工学科機械科学コース2回生

の悼永英之と1111.，ます.

今桂f流且jや、 08会に関する自動車部の輩口は自分

ーひと吉一

機融2回生徳永

が担当します.よろしくお願いします.

新部員・入部の 動 機 、 決 意 な ど

平窓 (物質)

自分が自動車榔に入ったのは、単刀直入に車が肝きだ

からです.lI<がjfきな他人から書わせるとまだまだかもし

れませんが.自分はこれからもっと棋を好きになってレー

スなどに出れるようになりたいと思います.

ただ自分はこの一年問、揮合上佐賀からの通学のた

め、他の新人部且の二人と比ベて、なかなか活動ができ

ません.今年一年は控憧の年ですが、なるべく車雌に寄

れるよう努力して、 二人に迫いついていけるように頑張っ

ていきたいと思います.

国吉 {電気)

自分が自動車部に入部した動蝿は自動車が師きなの

はもとより、ラリーlこ揖験して見たいからです.しかも盟が

マツダで働いているのでマツダ班でラリーをしたいと且つ

一総会特集ー

自動車部一回生

ています.

これからは白動車部の 且として.自動市に関する

知瞳を身につけ、自分で完盟に自動車が整備できるよう

にして.運転住術の向上に罫力していき、自動車部町名

に恥じないドライパーになれるように碩量りたいです.どう

ぞよろしくお願いします固

車率 (物質)

自分が自動車部に入部したのはこれから自動車を持

ったときに、自分で瞳輔できたらいいなと思ったからです.

どんなメーカーの車でもパッチリ瞳備できるように、いろん

主ことにチャレンジしていきたいと思います.

最世に、この自動車部で大学生活を充実したものにで

きるよう、頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします.

総会を無事終えて

総会も無事候Tl、つとめを幽がりなりにもはたして、ホ

γとしている.

思い起こすと、社会に出ての描-J)il土、かの1i名な長

崎樺外にある『旬巨匠晶』ニ端品軸簡であった.品轟らしが

畏〈、級車と席を睡める構会も、向車会に出席するチャン

スも少なく、その面で同意全音衡になった。

教員を始めてからも10年間のプラ〆クは大きく、1<揮に

出席のチャンスは遣のき先輩や、若手の方々と話し合うこ

とも総になった.

65躍で定年し、福岡支部町会告に友人の世話世に輯

われて話を聞き、単語も引き受けて『わが脊存の櫨且号』

を思い出として話をしても、知らぬa闘の方々が多く、なか

なか馴染めなかった.

-5-

15'ド度総会準惜委員 前回 (拡32)

白熱面白くなく足が遣のき元の木阿弥である.

教職にあり、或いは学世こそ向車舎のメッカではなL、か

とお叱りを受けそうだが、どうも苦 Fである。不馴れは許し

ていただきたい.

今回も自動車部町会告が小量であるとの事、しかもK民

の揖いなので完僚に出向いた.

ところがどうだろう.準価署員長をやれとの仰せである。

驚いて石用先輩に番且長に直っていただき下働きに撤

する.医者の不蔓生ではないが、同意会嫌いが同窓会の

世話をする羽Hになり、本人が一番面食らっている1<揮

であった。

会i土、申込用隈が迫っても参加希望者は予定敢に大

幅に足りない.rしめた、中止だ ，Jと高村氏や番且の伊
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