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阪大ＰＦＣの創生期をささえ、当時から現在に至るハング界に大きな影響を与えた鈴木さん
が亡くなって早いもので２０年になります。今回の２０年祭にあたって、鈴木さんと親交の
深かったハング界の方々に、当時の思い出やとっておきのエピソードをお聞きしました。突
然のお願いにもかかわらず、鈴木さんの魅力的な人柄もあって３０人近くの方から快くコメ
ントをもらうことができましたので、ここに集めて公開します。ご協力いただいた方にこの
場を借りてお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 
 

ご協力いただいた方々（女性は一部旧姓） 
 

★★★ PART１ 社会人 ★★★ 
SDフックイン 市田 博久 （いっちゃん） 
京都ハング 坂本 三津也 （ししょー） 
京都ハング 坂本 恭子 （きょうこさん） 
京都ハング 湯浅 久夫 (デビル） 
京都ハング 平野 功 (先生） 
京都ハング 後藤 弘 （ぴーすけ） 
京都ハング 網野 篤子 （あつこ） 
OAK 川瀬 力 （らんぽーさん） 
 
★★★ PART２ 学連 ★★★ 
近畿大学リッジライダーズ 高丸 正 
近畿大学リッジライダーズ 山田 孝一 
同志社大学フライングサーカス 森田 秀樹 （タモリさん） 
同志社大学フライングサーカス 飯島 秀樹 
同志社大学フライングサーカス 矢寺 あけみ （あけみちゃん） 
同志社大学フライングサーカス 内田 仁美 （ひとみちゃん） 
大谷大学クラウドストリート 松原 茂仁 
関西大学 村井 日出加 （デカちゃん） 
早稲田大学 彦坂 直人 
早稲田大学 大森 健一 
 
★★★ PART３ 大阪大学PFC ★★★ 
１期生 永山 貴久 
４期生 戸上 良弘 
４期生 来海 雅俊 
５期生 山本 渉 
６期生 中野 彰久 
６期生 小瀬川 裕三 
７期生 奥田 雅人  
７期生 浅田 明子 （あさこちゃん） 
７期生 中野 香穂里 （わーこ） 
８期生 氏家 良彦 
８期生 大槻 欽哉 

 
 
なお個々の内容については２０年以上も前の話であり、しかも記憶力が弱り始めた世代が中
心のため、多少の記憶違いや思い違いがある可能性もあります。その点はご了承ください。 
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★★★ PART１  社 会 人 ★★★ 
 
---------------------------------------------------------  SDフックイン  市田 博久 
 
市田です。ご無沙汰しております。 
もう 20年もたちますか？ 
鈴木君のことを思い出します。 
彗星のようにハング界に現れましたね！ 
 
われわれクラブ単位で行動することが多いのですが、その当時阪大ハングライダー部として
活躍されていました。大学のクラブは上級生であれば技術が無くても後輩の面倒を見てしま
うものですが、鈴木君と来海君においては、まず自分たちの技術を上げようと頑張っておら
れたのを記憶しています。われわれ社会人にとってはこれからのハンググライダー界を担っ
てくれる若者が出てきたことに期待し、育ってくれることを願っておりました。鈴木君のご
両親はもっと思っておられたと思いますが、われわれも彼がわれわれの世界を引っ張って行
ってくれるものと信じておりました。 
 
ハンググライダー界は他のスポーツと少し違ったところがあります。それは少しのことが命
につながることがあるということです。それゆえに非常に近い感情をお互いに持っています。
鈴木君とは一回りくらい年齢の差がありましたが同胞として認め合い、尊重しあっていた間
柄だと思います。今から思いますに学校と自分の思っている社会との差に何かを感じてより
一層ハンググライダーに邁進されたのかもしれませんが。どのようなきっかけであれ彼が関
西のハンググライダー界において大きく存在されたことは事実ですし、われわれも羨望のま
なざしと希望のまなざしで彼をみてきました。残念でした。でも少しでも彼が学校との板ば
さみの中でハンググライダーから安らぎが与えられたのであれば幸いかと思います。 
 
もう 20年も経ってしまいました。 
 
昨日来海君から電話を頂いたのですが、いまでも20年前の来海のように思います。 
それと同じようにあの生意気な鈴木君から電話をいただけたらどんなに幸せかと思いました。 
ご両親様におかれましては想像を絶する挌闘があったと推測します。 
でも彼が希望にあふれサーマルを追いかけていた姿しか僕には見えません。 
その姿を思い起こしてください。彼に本当に幸せな時間があったことを。 
残念でしたが今でも彼の冥福をお祈りしています。 
 
 
-------------------------------------------------------  京都ハング  坂本 三津也  
 
 おとうさん、おかあさん、ご無沙汰しております。この度の20年祭、長い年月経ちました
けども、今やったら46なんのかな、いろいろ思い起こされますけども、みんな僕らは元気し
ておりますんで、ハングの世界でずっと、頑張ってやらさしていただいてます。 
 
 エピソードとかいろいろ思い出されることいっぱいあるんですけども、まあ一番は、鈴木
のなんとかの若様、ていうテレビ撮影のときですかね。洛西で、今だにちゃんとビデオ残っ
てますけども、すべてにかっこええ鈴木の後に、私プロとして飛ばさせていただいて、プロ
と同等の飛びをするみたいな、なんかダシに使われたような感じで、あのときはけっこう残
っております。オーストラリアの世界選の前に京都のショップまでバイクでビュンと来て、
師匠いってらっしゃいということで、すごいかっこいいという記憶がずっとずっと残ってま
す。 
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 彼、飛びもまあ勉強もすべて一所懸命やってた中で、やっぱり飛びの存在もすごい奴で、
今だにやっぱり阪大の鈴木のDNAは脈々と受け継がれていっております。今、阪大もみんな
来てると思うけども、今は新しい子達も鈴木のそういう飛びに対する情熱っていうか、その
まま引き継いで頑張って飛んでます。ということで鈴木が亡くなって20年しても鈴木のそう
いう何て言うかな、飛びの魂はずっと残っていってるのにはすごく僕もありがたいと思って
ます。 
 
 おとうさん、おかあさん、20年振りの坂本やと思うんですけども、あまり変わってないと
思うんです。若さ保って頑張ってますんで、また今後ともよろしくお願いします。頑張って
やっていきますんで、また30年40年まだまだ頑張っていきますんで、おとうさん、おかあさ
んもお身体にお気を付けて元気にお過ごし下さい。あっ、そや、嫁さんと娘が行く予定なん
でよろしくお願いします。 
 
 
---------------------------------------------------------  京都ハング  坂本 恭子  
 
私が初の山フライトをしてショップに帰ったときに、師匠から話を聞いた鈴木クンは、ささ
ーっと歩み寄ってきて右手を差し出し、「おめでとう！」とひとこと。そのさわやかな笑顔
がとても忘れられません。 
 
とってもとっても嬉しかったので、それからというもの、初フライトした人には、必ず握手
とともに「おめでとう！」と声をかけるようになりました。おしゃれでさわやかな鈴木クン、
そんなイメージが強烈にのこっています。 
 
 
--------------------------------------------------------  京都ハング  湯浅 久夫  
 
私がハングを始めた頃、岩屋から瀬戸内海まで飛んだ阪大の鈴木さんって方がいると聞き、
ぜひ一緒に飛びたいと思っていました。その後、鈴木さんとは大会やいろんなエリアを一緒
に飛びまわるようになり、鈴木さんからクロスカントリーの面白さを教えていただきました。
とにかく鈴木さんは気性が激しく、独創的（自己中心的で、わがまま）でした。 
  
来海君が大佐から鳥取まで飛んだとき、早い時間に出発した鈴木さんや私は津山手前あたり
で悔しい思いをしました。帰りの車中では、後輩の来海に負けたと、非常に不機嫌で、声も
掛けられないくらい恐ろしかったのを今でも覚えています。また、山口律君が大佐から大山
をかすめ、羽合海岸に降りたときも、回収を懇願した律君に、自力で帰って来いと言い、見
捨てて帰ってきたときは、この人は鬼かと思いました。 
  
あの当時、一緒に飛んでいて、もっとも楽しく、一番、刺激を受けたのが鈴木さんでした。 
私は鈴木さんのわがままな部分も見習ったせいか、京都ハングではデビル湯浅と呼ばれてい
ました。 
  
 
-----------------------------------------------------------  京都ハング  平野 功  
 
鈴木君と一緒に飛んだことは少ないのですが、僕が山を飛び始めた頃、かっこいいヘルメッ
トをかぶり高性能だけどコントロールは難しいセンサーでカッ飛んでいたのを思い出します。
ともかく、かっこよかったなあ。 
 
後は、聞いた話なので間違ってるかもしれません。 
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その１：那岐山で３０００ｍまで上がって、無線で仲間に「海が見える」と言ったら、「瀬
戸内海？」と言われて、「違う、日本海や、両方見えてる。」と言って、他のフライヤーを
驚かせた。 
 
その２：岩屋からのクロカンで、なんと六甲山地まで行き、リッジソアリングをしながら六
甲山地を越えて神戸のどこかに降りることを考えたが、さすがに街中に降りれる所は少なく、
仕方なく手前に降りたらしいが、当時神戸まで行ったことに驚かされた。 
 
記憶も定かでないので、ほかからも確認をとってください。 
当日の参加はむずかしく申し訳ありませんが、当時を忍びながらいい会にしてください。  
 
-----------------------------------------------------------  京都ハング  後藤 弘  
 
そうですか、20年・・・ 
まず 3日は会社のうちの課の者の結婚式があり、残念ながら参加できずです。 
偶然なんでしょうか、今年の正月家族旅行で岡山・倉敷から広島・尾道・因島といってまし
たが、確か因島の向こうの大三島に鈴木さん、湯浅、ミキちゃん（だけやったかな？）らと
エアロバティックの大会があり、来た所だなと、思い出していました。よくぞこんなところ
まで、間違いなく鈴木さんの発案で動いています。行動力と情報力あらため関心していまし
た。 
  
もちろん私は、エアロバティックなんかしてませんが・・・。そこでの思い出は、ミッチ・
マックレアーがＵＰの新しい機体（多分UPJAPANのAxsis？？）でテイクオフまえでいき
ないフルループを見せてくれ、鈴木さんと二人本気でランチャー台で腰を抜かしたこと。「な
にがナーバスになってるやねん」と鈴木さんが叫んだこと。（鈴木さんはテイクオフ前のミ
ッチーと話していて、俺は始めてのエリアだから、今とってもナーバスだとミッチーが言っ
ていたと、英語のわからない私に説明してくれた。） 
 
その後、２度目の？ループにチャレンジしたとき、スパーが折れパラシュート開いてました
が。（当時のフックインのイッチャンがしょうもない機体作るしやと喜んでおりましたが、 
鈴木さんの思い出ではないか・・） 
  
そのとき、そのハングの大会とウィンドの大会も開催していて、大会後やっぱり鈴木さん、
イッチャンの嫁さん？のウィンドかＵＰの松尾さん？のウィンドかを借りて、果敢にも海に
出て行ってました。当時私はまだ全然ウィンドには興味が無かったので、鈴木さんの腕前が
どうであったか？なんてさっぱり覚えていませんが。 
  
そう言えば、クロカンして須磨の海水浴の浜に降り、そのときウィンドしていた人のウィン
ドを借りて楽しみ 
回収までの時間、その人の家で風呂も入り、飯まで食わしてもらった、なんて話もありまし
たねー確か。 
  
やっぱり、「スゴイ」て言葉がピッタリな人。もしまだ健在なら？と想像してしまいました。 
  
当日、懐かしい顔に出会ったら宜しくお伝えください。 
 
 
---------------------------------------------------------  京都ハング  網野 篤子 
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洛西エリアかなあ。 
弱いリフトで私がまわしていて、鈴木さんや来海さんが、同じサーマルに入り込んできて、
そこからにげてしまったんです。 
降りてから、鈴木さんに「なんででていったん？もうすこしがんばったら、うまくなるよー」 
と、コテコテでなく、ハング界にはありえないような、さわやかさで声をかけてくれたのが
とても印象的でした。 
 
 
---------------------------------------------------------------  OAK  川瀬 力  
 
初めって鈴木君と合ったのは、たぶん砂丘やったような？！ 
印象は今だにハッキリと覚えています。 
体中から若さが溢れ出ていて怖いもの知らずの感じでしたが、 
瞳はランランじゃなく、優しそうなナイーブな瞳でした。 
 
大佐山で学選の時だと思いますが、当時乗っていたファルのペットクロウ3だったかな？で
強風の中テイクオフしてバックしながら山チンしたりとか、砂丘駐車場の店員を怒らしたり
とか（タイヤ修理をしたらしく、態度が横柄やったんかな？。後でガソリン入れに行った私
が、あの若いもんはあんたとこのもんかと言われ、代わりに謝った事等）若気の至り的な部
分もありました。 
 
カーブドチップの基礎を築いたと思われるセンサー3に乗換た鈴木君、私、今やん（後に日
本選手権者4回、今島 功）、富原もいたかな？と日本原（爪が城エリア）に飛びに行き、
初めて出場した日選で3位になり、絶好調なキュムラス乗りの今やんが完膚なきまで叩きの
めされていました。フライト後、あれだけ話し好きな今やんが静かでした。その後、今やん
のフライトに関する考え方、フライトもガラと変わりました。何かきっかけを与えたのだと
思います。 
 
鈴木君が亡くなった後、今やんが大佐山から初めて100Kmを飛び鈴木君のご両親に表彰され
たのもなにか感じる物がありました。 
 
永山氏と好対照で、今のPFCを創設したのが永山氏。今のPFCの名付け親であり、PFCのカ
ラーを作ったのが鈴木君だと思います。 
 
 

★★★ PART２  学連 ★★★ 
 
-----------------------------------------------------------  近畿大学  高丸 正 
 
そうですか～もう20年になりますか！！ 
いくつか、思い付くままい書いてみました。 
記憶違いがいっぱいあるかもしれませんが、ご容赦ください。 
 
１：初対面 
1982年8月 鳥取県 関西学連の合宿 
 
さかのぼる事5ヶ月、1983年3月に全日本学連の合宿に関西学連から高丸、鳥淵、家城、阪
本の近大4名が参加。関東学連と関西学連の実力差に愕然として、当時の関西学連会長の森
田（同志社）と副会長の高丸で関西学連の夏合宿を企画。インストラクターに外村、藤本、
川瀬を呼び、鳥取で開催。約100名が参加。 
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合宿開催時、山頂より飛行可能な者は、高丸、山田、長澤、鳥淵、河野、曽我部、阪本、星
川、家城、前田の近大生と、同志社の森田の11名。その合宿中に5名ほどが砂丘を卒業し、
零石山からの飛行を行なった。そのうちの一人が、鈴木 
 
合宿3日目くらいの朝にトノやんから「こいつ、今日から山飛びに合流させるからよろしく
頼むわ！阪大の鈴木ちゅうねん」と言われ、一緒にバンに乗り込む。 
 
バンの中での会話 
鈴木 「大阪大学の鈴木です。よろしくお願いします。」（とっても低姿勢） 
高丸 「おう！鈴木か。お前～！阪大の何学部やねん？」（かなり巻き舌） 
鈴木 「はい。ボクは歯学部です」 
高丸 「何～～歯学部～～？（まだ巻き舌） 
     歯学部言うたら、将来、、歯医者さん、、、ですか～～？すごいですね～～～」  
 
鳥淵 「先輩！！敬語になってますよ！！！」 
 
これが初めての会話。。。 
 
２：1982年 学生選手権 岡山県大佐山 
 
その年、関西学連主催で岡山県大佐山にて学生選手権を開催。 
関東勢は一週間ほど前から大佐山に乗り込み、合宿をして大会に臨んでいた。高丸、山田、
長澤の3名は研究室の関係で大会二日前の深夜に大佐入り。夜12時ごろ山頂の宿舎に到着。
寝静まって誰も迎えに来ないのに腹を立て（当たり前だが・・・）、長澤が駐車場でクラク
ションを鳴らしまくる。そこへ鈴木が出迎えに来る。（近大の後輩は出迎えに来ず・・・）
圧倒的大人数の関東勢に寝床を占領され、関西勢はすみっこの方で固まって寝ていたらしい。 
3人が寝袋を抱え山小屋へ入って言った時の会話 
 
高丸 「おいこら～～！誰が来た思っとるねん！！みんな出迎えにこんかい！！！」 
鈴木 「高丸さん！心細かった～～関東の連中、臨戦体制ですよ～～～クライわぁ～～」  
高丸 「何言うてるねん！大会前から負けとるやないか！！ハッタリかましたらんか
い！！！」 
そこへ山田が寝袋を抱えて登場 
山田 「おう！寝やしてもらえんねやろな～～」（ものすごい巻き舌） 
鈴木 「すっ、すごい！敵無しやわ・・・」 
 
ちなみにその大会で鈴木は、大会前日の練習中、大佐山の山頂へトップランディングし、ト
ノやんから大会参加を見送る様指導されて泣く泣くリタイヤ。 
 
1982年11月 学連杯争奪戦 石川県 獅子孔 
 
この大会がおそらく鈴木が出場した最初のメジャーな大会だと思う。大会は二日とも強風で、
けが人続出。タスクはアウト＆リターン。優勝は往復で１１km飛んだ早稲田の兼田靖久。高
丸と当時の学連会長、本田達也（日大）は競いながら２２km飛び、最後の山を越えられずに
二機ともアウトランディング。不時着した田んぼで互いに健闘をたたえながら、「本当の優
勝と準優勝は俺たちだぜ！」と本田は自負していたが、その大会で鈴木はなんと約３０kmぶ
っ飛び、金沢市街にアウトランディング。そんなところにマーカーなぞあるわけ無いのに・・・ 
上には上がいる。。。 
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その後、私が卒業した後も、彼女が出来ると「高丸さん！一緒に飛びに行きましょう！！」
と誘いをかけてきた。私はいつも嫁さん（当時は結婚前だったが）を連れて行っていたが、
ヤツはいつも違うオンナ。。。 
今いれば、どんなオッサンになっていたのか？ 
見てみたい。 
 
 
----------------------------------------------------------  近畿大学  山田 孝一 
 
いや～！ほんまに久しぶりやねー・・・ 
最後に一緒に飛んだのは、霊石の南ＴＯの左の谷でクリクリ回してた 
ＡＸＩＳとコスミックストラッドや無かったかな？ 
もう、２０年以上も前の事やから？？？やけど！ 
今週の２６日、例の怪しいＯＢ会に来たらどうや？ 
高丸、河野も来る予定にしてるし・・・ 
一杯飲んだら、鈴木の在らぬ話も捏造されるかも？？？ 
確かに、正常時の記憶は？ 
はっきり言って毎日のアルコールで危なくなって×やけど！ 
アルコールで昔の記憶が呼び覚ませるかも？ 
「大佐の学生選手権でＧＫ３で爆風テイクオフ！」 
「そのまま裏に飛ばされて、ほとんどループ状態で駐車場下の藪に墜落・・・」 
等、色々あります。 
 
--------------------------------------------------------  同志社大学  森田 秀樹  
 
僕は相変わらず色々ですが、今冬はスキーのインストラクターやってます。夏はホエールウ
ォッチングや登山のガイド。街では、ES細胞等の科学研究の倫理審査したり、ＩＴ系の仕事
もしますが、しっくり馴染めないのは昔のまま。 
 
エピソードで思い出すのは、鳥取や九州の事。 
小倉のやーさんに見初められてフィリピンバー連れてってもらったことや、阪大のＧＫⅢで
砂丘に落ちて、肘が「之」の形に歪んだ事件。皆の世話になりました。 
砂丘の子供の国で夜中に大騒ぎしたのも、楽しかったなぁ。 
警察も来たけど、逮捕者なくてよかったよかった。 
 
お父さんお母さんにも、宜しくお伝え下さい。 
 
 
--------------------------------------------------------  同志社大学  飯島 秀樹 
 
ちょっとわがままにも見えたけど、頭が良くて、何
事にもパワフルで、ハングがうまくて・・・。いつ
もうらやましく思ってました。鈴木さん、タモリさ
ん、覚正と4人で正月に仁尾ツアーに行ったときは
最高に面白かったなあ・・・。みんなハチャメチャ
で、正月の深夜に山奥の葛橋渡ったりして。今でも
ついこの間のように思い出します。 
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-------------------------------------------------------  同志社大学  矢寺 あけみ 
 
お久しぶりです。メールありがとう。うれしかったです。ホントなつかし～！私は今保育士
をして、毎日子ども達とたわむれながら元気にしています。鈴木さんのこと、いろいろ覚え
てるよ～早速…  でも途中できれてたらごめん。言ってね。 
 
☆その１☆鳥取での合宿中、繁華街の方までご飯を食べに言った時の事。酔っ払いのおっち
ゃんがいて、最初は笑ってたんだけど、だんだんからみはじめ、私の方に近付いてきて…そ
んなことがとても苦手な私はひきつり、どうしようかと泣きそうになってたら…鈴木さんが
さりげなく、私の前にたち、うしろにかくしてかばってくれたのです！カッコよかったぁ～ 
☆その２☆私が卒業してからお会いした時、子ども相手の仕事をしているという話をすると、
「小児歯科の先生になりたい」などとあつく語ってくれました。 
 
 
--------------------------------------------------------  同志社大学  内田 仁美 
 
私の中の鈴木さんは、流行りの雑誌にも出てくる、今いうイケメンで、しかもエリート（そ
の当時は三高）で非の打ち所のない、というイメージでした。いわゆる高嶺の花ですね(^_-) 
 
お話したことはあまりなかったので、残念ながらエピソードもないのですが、私の個人的な
思い出としては… 
何時だったか（鈴木さん主催だったと思いますが定かではありません）パーティーがあって、
そこで流れていたスティビーワンダーの“I just call to say I love you”がとても印象に残り、
私のfavoriteSongになりました。余談でしたf^_^;。 
 
 
----------------------------------------------------------  大谷大学  松原 茂仁 
 

私は鈴木さんとは1年後輩にあたり、関西学生ハング
グライダー連盟の会長を鈴木さんから引き継ぎまし
た。 
 私が大学に入ったばかりの頃、よく鳥取砂丘に練習
に行きました。鈴木さんもそのとき鳥取砂丘で練習を
されていました。夏の学連の合宿も一緒に参加しカル
チャーショックを受けました。（これは関係者の人に
は説明は要らないと思いますが…） 
私より早く始められていたので、たぶんその年の夏

に霊石山で山飛びをされたと記憶しています。その後、
私も秋に山飛びをさせてもらい、一緒に山に飛びにい
く機会も増えました。 
社交的でみんなを引っ張っていくリーダーとして

の才覚があったと思います。梅田の東通商店街の田園
で学連のミーティングをし、居酒屋百番で飲んで帰ったのを懐かしく思い出します。クリス
マスパーティを企画して大騒ぎもしました。正に学生時代を楽しんだ感じです。 
 
ある年の夏、毎日のように鈴木さんと一緒に行動していた時期がありました。ハンググラ

イダーとウインドサーフィンを車に積んで、風が悪くてハングできないときはウインドサー
フィンができるようにと、和歌山の白浜や京都の舞鶴など海も山もあるところへ行きました。
鈴木さんは休むことを知らない人で非常にタフでした。 
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 また、ある年の大晦日に、鈴木さんと京ハンの坂本さんと私の3人で三重の霊山に飛びに
行きました。穏やかな大晦日で、夕日を見ながら一緒に飛び、「大晦日にこんなにきれいな夕
日を見ることができて、今年はいい年やったなぁ～」と思った記憶があります。20年以上経
っても、その夕日の美しさが自分の脳裏に残っていることに、今更ながら驚きました。 
 当時は鈴木さんがみんなを誘って飛びに行っていたので、「私の中に今このような思い出が
存在するのは、すべて鈴木さんが私を誘ってくれたおかげだよなぁ～」と今回振り返って感
じました。改めて鈴木さんに感謝したいと思います。 
 
 
--------------------------------------------------------  関西大学  村井 日出加 
 
お久しぶりです。飯島君からメールをもらって、時の流れの速さと長さに嘆息していました。 
鈴木さんとは短い期間でしたが仲良くしてもらいました。ハングの場以外でもけっこうお会
いしてたような。歯学部のお友達と企画したダンスパーティーや鈴木さんのお宅のクリスマ
ス会（確か戸上さんもいっしょだったのでは）によんでもらったり、ウィンドサーフィンに
行ったり…。その時海辺で撮ったツーショット写真は今でも私の宝物です、ふふふ。 
 
こうして思いだすといろんな場面がよみがえってきて胸がいっぱいになります。私の中では
「永遠のイケメン」の鈴木さんです。 
 
私は葬儀の時に献花するひとりひとりの顔をまばたきもされずに、じっと見つめていらした
鈴木さんのお母様の顔を今でも忘れることができません。どれほどつらい時を過ごされたか、
私には想像もつきませんが、こうして20年祭に来海君をはじめとする友人が集まり、偲ぶ時
を共有できるのも鈴木さんの、豊かで激しく人を強く惹き付ける魅力の賜だと思います。と
っても素敵な男性でしたとお伝え下さい。同席される方々にもよろしく。私は赤坂に住んで
15年になります。2児の母となり、働きながら毎日慌ただしく過ごしています。最近は山歩
きに凝ってます。空はもう飛べないので、高いところへは歩いていくことにしました。 
 
 
--------------------------------------------------------  早稲田大学  彦坂 直人 
 
鈴木の件、時間があったら是非、行きたいと思うのですが、実は、今、会社（GE)の研修で 
USに来ており、帰国が16日になってしまい、残念ながら出席できません。 
鈴木のことは、自分の人生でも、忘れられない出来事で、良く思い出します。 
 
何か、エピソードは、考えてみます。 
それでは、また。 
 
（残念ながらエピソードは間に合いませんでした） 
 
 
--------------------------------------------------------  早稲田大学  大森 健一 
 
鈴木さんが亡くなってもう20年ですか。 
私は、学生2年の九州ツアーに行って、美納のリッジでダックに乗った鈴木さんと 
日没近くまで飛んでいたのが懐かしいです。（私の倍のスピードで飛んでました） 
 
 

★★★ PART３  大阪大学ＰＦＣ ★★★ 
 



 

11 

-------------------------------------------------------------  １期生  永山 貴久 
 
 初めての出会いは、僕が４回生の時に遡る。後に鈴木の命名で「親分」と呼ばれることに
なる僕と「兄貴」と呼ばれることになる谷崎（僕が３回生のときに勧誘した中で唯一次の年
まで残ってくれた後輩）が、ロ号館の前でグライダーを広げ、いつものようにハイエースの
前で興味を持ってくれる人に体験練習のパンフを配っていた時だと思う。そこに鈴木と縛元
がやって来て色々聞いてきた。僕らも結構手応えを感じて説明に力が入ったように思う。 
 
 結局、この春に入ってきたのは、この二人と嶋ともう一人（医学部の子）だった。初めて
の合宿は鳥取砂丘だった。その当時、クラブには女っ気がなかったから、しゃれっ気なんか
全く無かった（勿論名前は阪大帆具倶楽部）。その中で鈴木一人があか抜けたシャツを着て、
朝食の時に自分用に持ち込んだ野外用のトースターを持ち出して、「先輩もどうですか」と
言ったときには、正直、何と言っていいのかわからなかった。こちらで準備した朝食は無視
だもんなぁ。結構強引と言うのか、空気を読まないというのか、遠慮がないというのか。 
 
 とはいえ、僕たちにとっては大事な金の卵だったし、鈴木のハングに対する情熱は誰にも
負けてなかったし、黎明期の倶楽部を引っ張って行くには、少々我儘なぐらいがちょうどい
いか。という思いもあって、自由にやってもらうことにしていた。僕も何とか二留を回避し
て研究室（それも学科で最も厳しい）に配属されたばかりで、兄貴にお任せの部分が多くな
っていたこともある。 
 
 砂丘の練習は楽しかった。その当時、まだオークはなかったから、僕たちは自分たちで勝
手に砂丘にグライダーを運んで練習してた。一日に何回トップまで上るか競争したり（鈴木
が２０数回ぐらいで記録を持っていたような気がする）、なだらかな斜面でどちらが長く滑
空出来るか競ったり、海風に頬を撫でられながらみんなで沈む夕日を眺めたり・・・。春先
の柳茶屋キャンプ場で、鈴木と縛元と嶋と僕の４人で狭いテントでキャンプした時、あまり
に寒くてテントの通気口を塞いで寝ていたら、明け方、どうも息苦しくてライターを付けよ
うとしたら酸素不足で火が付かなかったり、土砂降りの雨に見舞われ、テントへの浸水を必
死で食い止めたり。 
 
 そういや、いつだったか、僕と宮坂と鈴木と縛元が鉢伏に行った時の帰り、宮坂が路肩に
ハイエースを止めたとたんに路肩が崩れ、たんぼに横転したことがあったっけ。今やサンル
ーフと化した頭上のスライドドアを開けると雨が降り込んできた。何故かそこにあった蛇の
目傘（油紙製）をさして、天井のドアからはい出ると、そこには鈴木と縛元が悄然と立ちつ
くしていた。「おい、どうする？」「まぁ何とかなるっしょ。」宮坂とのんびりそんなこと
を話しながら、運良く通りかかったレッカー車を呼び止め、引き上げてもらったっけ（お金
は後輩（鈴木と縛元）に立て替えてもらったような・・・）。別の時には、鉢伏に行くつも
りが、気がつくと姫路の近くにいたこともあったような気がする。この何とかなるという無
計画さが後輩に影響を与えた可能性は否定できないかも。 
 
 これは前にも一度書いたことがあるけど、阪大ＰＦＣの名付け親が鈴木なんだよね。その
当時、阪大の正規倶楽部へ登録をもくろんでいた僕と谷崎は、登録を申し込むには格好いい
名前じゃないとだめだという話をしていた。そこで谷崎が学館前の道路で「明日までにいい
名前を考えてくるように」という指令を鈴木、縛元、嶋の３人に出した。一番格好良かった
のが鈴木の考えた極楽鳥からヒントを得たという「パラダイス・フライング・キャッチャー」
だったんだよね。結局正規倶楽部への登録はお流れになったけれど。今考えるとこの名前、
飛ぶことにあくまで向上心を燃やし続けた鈴木らしいネーミングだったと思う。 
 
 それからもう一つ、この当時のことで鮮明に記憶しているのが、鈴木の家にグライダーを
取りに行った時のこと。いつも電話で丁寧に応対してくれていたお母さんが出てきて、「亨
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は日本に帰ってきてあまり友達も出来なかったのですが、ハングだけは本当に気に入ってい
るようです。家でもよく先輩のことを話しています。よろしくお願いしますね。」と頭を下
げられたことだ。ちょっと湿気を含んだ暖かい夜気に包まれた雰囲気と、暗い庭に漏れる明
るい窓のコントラスト・・・。 
 
 これからしばらくハングに関して僕の記憶はあいまいだ。５回生の時は卒論と院試でそれ
どころではなかった筈だし、修士１年のときはアメリカにいたんだから、当然ともいえるけ
れど。 
 
 アメリカから帰ってきて、僕は再びＰＦＣと一緒に飛びに行くようになった。僕がいない
間に、ＰＦＣは随分進化して
いた。鈴木が京ハンやオーク
と渡りを付け、一緒に練習す
る道を開いたことで、ＰＦＣ
の実力は学生界では近畿随一
となっていたんだ。彼の熱意
が道を開き、その熱意を共に
した直近の後輩達も次々と才
能を開花させた。一方で僕は
再び砂丘の練習に明け暮れて
いた（山飛びは何度かやった
けどＡ級すら持ってなかった
んだよね）。あの当時、山飛
びと砂丘組はほぼ完全に分か
れていたこともあり、あまり
鈴木とは話していない。既に
彼は関西学生ハング界ではカリスマ的な力があったし、僕も彼を頼りにしていたように思う。 
 
 これから先は彼が亡くなる前後の話になる。書くのはちょっと辛い。あまりにも記憶が鮮
明で、今でも耳を澄ませば、鈴木のちょっと鼻にかかったような甘い声と、お姉さんの悲痛
な叫びが昨日のことのように蘇ってくる。 
 
 僕が最後に鈴木と話したのは美馬の三頭山に飛びに行った帰りのフェリーの中だ。そのと
き、鈴木はいつもは短めに切っている髪を一寸目にかかるぐらい長めに伸ばし、「先輩も就
職が決まったんですってね。」と妙に淋しげな眼差しで僕に話しかけてきた。あの時、たぶ
ん、留年の話が決まっていたんだと思う。その時は、いつもと違う雰囲気に不思議には思っ
たけれど・・・。留年の辛さは人一倍わかっていた筈なのに。彼の真っ直ぐな性格からその
辛さを想像できていたら。もし僕がもう一年学生を続けていたら。 
 
 近くの阪大歯学部出身の歯科医に、何故あんな優秀な学生の進学を認めなかったのかと食
ってかかったこともある。その歯科医は知り合いの教授に事情を聞いてくれ、答えは、成績
だけで判断したわけではない。患者さんとのつながりも含めて判断したということだった。
僕の憤りは今でも胸を熱くする。そういう本人が納得するにはあまりに曖昧な判断基準を持
ち込むのならそれなりのことをするのが真の指導者ではないのか。 
 
 ・・・あれから２０年、私が種を蒔き、鈴木が育てたＰＦＣは、後輩達の努力を礎に、今
では関西で最も歴史のあるハンググライダーサークルになりました。誇るべき事だと思いま
す。 
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------------------------------------------------------------  ４期生  戸上 良弘 
 
「大阪府警ですが・・・」 
 
 私は自動車運転免許を数年かかって（教習所に行かず飛び込みで）取りました。一方、鈴
木さんは（制限速度50kmオーバだったか）自動車運転免許証を一瞬にして失いました。そ
んなある日の出来事です。どちらも自動車運転免許に関しては何かと苦労しているという共
有体験も手伝い、自然な成り行きで鈴木さんは私に成り済まして（免許取り消し中も）運転
するようになったのです。 
 そんなある日、思わぬ（いや十分予想されたはずの）事態がおこりました…。そう、検問
です。そのとき私はその車に同乗していなかったのですが、次のようなやり取りがなされた
ようです。 
 
大阪府警：「免許証を拝見します。」 
鈴木さん：「はい・・・。えーと、」 
大阪府警：「・・・」 
鈴木さん：「・・・あれ？おかしいなあ。持っていたはずなんですが…。ちょっとあわててて
下宿に忘れてきたみたいです。」 
大阪府警：「名前は？」 
鈴木さん：「トガミヨシヒロです。」 
大阪府警：「生年月日は？」 
鈴木さん：「昭和37年 4 月 15日です。」（ここはしっかり覚えていた） 
大阪府警：「住所は？」 
鈴木さん：「池田市天神・・・、えーと・・・。」 
大阪府警：「・・・」 
鈴木さん：「・・・天神荘です。引っ越してきたばかりで、住所覚えてなんですが、電話番号
なら分かります。0727-xx-xxxx です。」 
そして、大阪府警の人は、そのトガミヨシヒロと名乗る人物が実在するかを確認するため、
天神荘に電話したのです。 
 
 時を同じくして、天神荘のピンク電話が鳴り響きます。そのころは各部屋に個人の電話を
持っている人は少なく、下宿に1台置かれた共用のピンク電話を使っていました。共同のピ
ンク電話が鳴れば、下宿人の誰かが出て取り次ぐ仕組みです。 
 
 夕方 6時ごろだったと思いますが、たまたま、その時間下宿にいた私（戸上・本人）がそ
の電話を受け取りました。 
 
大阪府警：「もしもし・・・」 
戸上：「はい天神荘です。」 
大阪府警：「こちらは大阪府警ですが、ちょっとお尋ねします・・・。」 
戸上：「はい、何でしょうか？」 
と答えながら、私はいやな予感がしました。 
大阪府警：「そちらに、トガミヨシヒロさんという方はいますか？」 
私は、「はい。私ですけど、何か？」と答えるのを一瞬ためらい、 
戸上：「はい、いますけど？・・・」 
 
と一旦答えておき、その間に状況を把握するのに頭をフル回転させました。私が警察にお世
話になる覚えがないとしたら、もう一人のトガミヨシヒロに何かあったのか？  
「私が戸上です」と言って良いのか、居留守を使うべきか。 
と頭を巡らし、次の言葉を待ちました。 
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大阪府警：「・・・そうですか。分かりました。ご協力ありがとうございました。」 
 
とそれだけで電話は切れました。 
大阪府警の人は、まさか、戸上・本人が電話に出たとは思わなかったのでしょう。でも、戸
上という人物が実在することを確認できて納得したようです。 
 
しばらくしてから鈴木さんから連絡がありました。 
 
鈴木さん：「さっき、検問があってなあ、めっちゃ危なかったわー・・・」 
戸上：「そうそう、さっき大阪府警の人から電話がありましたよ。」 
鈴木さん：「え、その電話、お前が取ったんか？！」 
戸上：「トガミヨシヒロという人はいるか？と聞かれたから、はい、います、と答えたら、納
得して切ったけど…。」 
鈴木さん：「お前、よう自分だって言わなかったなあ。助かったわー・・・」 
 
「魂は不滅や！」 
 
 「魂は不滅や！」この言葉は、どのような場面で鈴木さんが言ったのか覚えていないので
すが、私の心に強く残っている言葉です。鈴木さんは、何を考えて、なぜあのような行動を
取ったのか。私はずっと考えました。少なくとも鈴木さんは、死というものを人生の終わり
とは考えていなかったのだと思います。何事にも前向きの鈴木さんです。鈴木さんの「死」
には、全く後ろ向きの動機が感じられませんでした。「何かから逃れる」というのではなく、
「何かを求めて」という前向きの動機が感じられるのです。私は鈴木さんの「死」を知った
とき、「しまった」と思いました。魂の自由を求めて、テイクオフして「しまった」。ランデ
ィングの準備もなく、テイクオフしてしまったのです。魂のクロスカントリーです。ハング
グライダーをしていると死を覚悟するような場面に出くわすことがあります。死は人生の終
わりではなく、人生の延長線上にある別の生。胎児が子宮という水の世界から空気の世に生
まれてくるように、人間は肉体を脱ぎ去ることによって魂の世界に生まれ出る。つまり死は
第二の生と考えることもできます。ただ、鈴木さんは急ぎすぎた。50km のスピードオーバ
ではすまなかった。第二の生は早産であり、難産だった。 
 

 鈴木さんが魂の世界に飛び立っていき、無事ランデ
ィングできたのかどうか、私はそれが心配だった。と
きどき鈴木さんが夢に出てくることがあったが、姿は
見えず、声しか聞こない。まだランディングしていな
いと感じた。そして何年かたち、鈴木さんの夢を見た。
声も姿も以前と同じ凛々しい姿であった。私はそのと
き、鈴木さんが魂の世界に無事ランディングしたこと
を知った。 
 
 今はインターネットという道具を使えば、世界中ど
こにいても離れた人とコミュニケーションができる。
テレビ電話のように映像と音声で通信することもでき
る。数十年前には信じられなかった世界だ。魂の世界
があるなら、きっとその世界と通信する方法もあるは

ずである。その方法はまだ知られていないだけである。魂の世界と通信するインタースピリ
チュアルネットで、鈴木さんと積もる話ができる日が来ることを私は楽しみにしている。 
 
-------------------------------------------------------------  ４期生  来海 雅俊 
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「出会い」 
８２年６月頃。初めて鳥取砂丘に行く日。ハングって怖くないかなぁ、どんな先輩かなぁ、
なんで集合が夜中やねん、と不安と期待でいっぱいの中、集合時間をはるかに遅れたうえに、
悪びれもせず、綺麗な女性を後ろに乗せてオフロードバイクで颯爽と登場した鈴木さんはイ
ンパクトありました。気になるその女性はお姉さんだったと後で知りましたが。 
 
「ワールドカップ決勝」 
８２年の夏合宿。サッカー好きの鈴木さんと私は当時のスペ
インワールドカップの決勝がどうしてもＴＶで見たくて、キ
ャンプ場横の国民宿舎(たぶん砂丘荘?)に頼みに行きました。
宿の人の「誰か出てるんですか？」という素朴な質問に、鈴
木さんの「えぇ、ぼくのおじさんが。。」という大胆かつ自然
な返答で、無事に私たちはイタリア対西ドイツの決勝を見る
ことができました。ちなみに大騒ぎで観戦中の我々の所に宿
の人が見にきて「で、どっちのチームに出てるんですか？」
とさらに聞かれたのですが、鈴木さんがどう回答したかは忘れてしまいました。 
 
「九州でやーさんと意気投合」 
８４年春の九州ツアー。最終日にトラブって小倉でフェリーに乗り損ねた阪大チーム。街角
の公衆電話で各々が予定変更の電話中、鈴木さんがやーさん風の人にからまれてヤバイと思
ってたら、いつのまにか親しげになっていました。何でも真っ黒に日焼けした我々を見て、
直前まで飲んでたバーのフィリピン人バンドと間違えられたらしいです。「近頃の学生は弱々
しいけど、おまえらは大したもんだ」とお気に召したようで、その人のバーに連れていって
もらって「飲め！食え！歌え！」と大歓待＆ちょっと怖いプレッシャーを受けました。誰と
も親しくなってしまうのはすごいことなんですが。。。直前に食べた博多ラーメンで満腹だっ
たのが残念でした。 
 
「オイルランプ狼少年事件」＆「おれは船長や」 
８４年のＧＷ初日。三重県の霊山の帰り、私が運転していた阪大ハイエースのオイルランプ
が点灯。鈴木さんは「ランプの故障でいつものコトやからオイルは大丈夫や！」と自信満々。
が、しばらくすると「ガガガガガ」とエンジンが完全にＳＴＯＰ。本当にオイル切れでエン
ジンが焼き付いてしまいました。。。とりあえず車を置いて電車で帰ろうか？となった時に「お
れは船長やから車に残る！」と男らしいひと言。結局、持ち前の交友関係と強引さをフルに
発揮して、奈良に住む近大岡田さんに近大カーで迎えに来てもらいました。三重から30km/h
で牽引走行して阪大に到着したのは翌朝。ちなみに運転は近大岡田さんと同志社タモリさん。
熟睡でスッキリした阪大生と対照的な運転手お２人の疲れた顔が印象的でした。へこたれな
い阪大勢はグライダーをブレイクダウンして短くし、ステイのない自家用車に積んで翌日か
らの鳥取合宿に向かいました。鳥取でもモチロン他大学や社会人にお世話になりっぱなし、
わがまま阪大の面目を保ちました。 
 
「鈴木さんの”あるある”フライトパターン」 
・できるだけ前でグライダーを組む。 
・できるだけ早くにテイクオフする。 
・空中に出ると、とりあえず「ヒャッホー！」とか「ゥワォー！」とか奇声をあげる。 
・上がったら、一人でとにかく出て行って遠くをめざす。 
・一応リターンしようと努力はするけど、アウトサイドしてしまう。 
・近くの人と仲良くなってヒッチハイクで帰ってくる。 
 
「その他、小ネタ集」 



 

16 

 
・鈴木さんと始めた夜中の子供の国ツアー。つり橋で揺らし合い＆落とし合いをして大はし
ゃぎ。ある時、突然「こらーっ！」という声が追いかけてきて、鈴木さんもみんなも必死に
逃走。キャンプ場に戻って無事を確かめ合ったら、声の主は戸上のイタズラとわかって大笑
いしたことがあります。 
 
・お風呂もハングの重要なひとコマ。銭湯や露天風呂などでいつも大騒ぎ。頭を洗っている
人の背後からこっそりシャンプーをかけつづけるシャンプー攻撃が鈴木さんのお気に入りで、
阪大の伝統とか言ってました。鈴木さんが誰から攻撃を受けたかどうかは謎です。永山さん
はしなさそうだし。一度、騒ぎすぎて他のお客さんに怒られみんなでシュンとしたとき、あ
の鈴木さんも小さくなってたのが意外でした。 
 
・岡山の牛窓のテイクオフにある売店のおじさんと仲良くなって、条件の良い日は「今、上
がってるぞー。はよ飛びにこいよー！」とお誘いの電話が自宅に良くかかってきたそうです。
「大阪から急いで行っても間に合わへんて！言うてるのに」と笑ってました。 

 
・夏はグライダーとウィンドサーフィンを持って海辺の山(山辺
の海？)に良く行きました。飛んで泳いでウィンドしてキャンプ
して花火して。今、ウィンドサーフィンにはまってますが、ウィ
ンドサーフィンを初めて教えてもらったのも鈴木さんです。 
 
・ご年配(?)の怖そうなおじさんフライヤーに向かって鈴木さん
がハタボー！とかイッちゃん！とか馴れ馴れしく呼んでるのを
聞いた時はたまげました。ふと気づくと、いつの間にか私も真似
してましたが。。。。 
 
・カッコ良くて女性に大人気の鈴木さんの誕生日はなんと２月１
４日。ちょっと出来すぎた話で反則。毎年、どんな２月１４日を
過ごしてたのか、聞いてみたい気がします。 

 
・後輩思いではあるけど、面倒見がいいというわけではありません。「勝手に猛スピードで」
「みんなを振り回しながら」進んでいくと共に、いろいろな「面白さ」を魅力的に（大げさ
に？）語ってくれました。遊びにも飛びにも貪欲。大学やクラブや世代や性別という枠の概
念がなく、いろんな人といっしょにいろんなエリアに飛びに行きました。私を含め後輩は振
り回されながらついて行くうち、知らない間に大きく成長させてもらいました。これは当時
から今に至るＰＦＣのカラーの形成に大きな影響を与えていると思います。 
 
「最後の年」 
忘れもしない８８年。四国ツアー中に新年を迎えてからの２本＋次の竜門、と鈴木さんは３
本連続ぶっ飛び。「これで３ストライクアウトやけど、次から新規一転がんばるで」と笑って
たのが印象に残ってます。お互いに勉強で忙しい合間をぬって1/2４(日)に亀岡に行きました
が残念ながら強風で飛べず。この日を最後に、二度と鈴木さんといっしょに飛びに行くこと
はできなくなりました。この１月の４本のうちたった１本でもいいから気持ち良くソアリン
グできてストレスを解放できていたら、何かが変わっていたのではないか？と思わずにはい
られません。鈴木さんの大好きだったハンググライダーはそれ
ぐらいのパワーがあったはず。いまだに本当に残念です。 
 
「その後」 
葬儀まであわただしく過ごした後、何もやる気がしませんでし
たが、私を救ってくれたのはやはりハングでした。冨原の呼び
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かけでみんなで竜門に飛びに行き、上空からお花を落としました。花って落ちるまで長いこ
とかかるなぁ、なんてことをボーっと考えてました。しかしこのフライトでようやく何かが
吹っ切れ、なんとか日常生活に戻ることができたように記憶してます。卒業してからも１０
年以上にわたって大会だクロカンだと飛び続けましたが、いつも私の頭を守ってくれていた
のは、鈴木さんの愛用していたステッカーだらけの黄色いヘルメットでした。残念ながら最
後に飛んでから７～８年も過ぎてしまいましたが、これを機に久々に鈴木さんといっしょに
飛んでみるのも悪くないな、と思っています。 
 
 
--------------------------------------------------------------  ５期生  山本 渉 
 
１０年祭の直後、１９９８年４月以来海外で暮らしています。中米のホンジュラスに２年そ
の後コスタリカに６年暮らし、一昨年末カナダに移住し、現在カナダ東海岸ノバスコシア州
ハリファックスに在住しています。山はありませんが、森と湖に囲まれたきれいなところで
す。葉の落ちた木々の間から凍りついた湖がかすかに見える、雪が少し積もった森を見なが
ら書いています。 
 
仕事は途上国の開発コンサルティングの仕事をしています。主にＪＩＣＡがクライアントで
す。仕事がら世界中に出かけていきます。先週末カザフスタンから帰国したところです。仕
事上出張先でエネルギーを要し、家に帰ったらまた別のエネルギーを要します。そんな中で
仕事や家庭生活に、活発にいろんなことに取り組んでいます。最近仕事で一緒になった人か
ら、そのエネルギーはどこからくるのか、と聞かれることがあります。 
 
Ｂ型気質も指摘されますが、自分でも感心することがあります。この間ふと自分の行動を考
えてみたとき（これはつい数ヶ月前で２０年祭のことなど、全く忘れていたにもかかわらず
思い出したので鈴木さんにまた呼ばれたのかもしれません。）、鈴木さんに「山本、飛びに
行くぞ」、と朝早く起こされたときのことが思い出されてきました。家が近かったため、日
曜日の朝４時に家の前でクラクションがなり、玄関に出て「先輩、本当に行くのですか。天
気予報は余りよくないようですが。」といえば、「走っているうちに晴れてくる。」という
ことで出かけていくというパターンがありました。聞いてみると夜遅くまでどこかで飲んで
いて、その後家に帰って少し仮眠するかして出てきたようでした。 
 
車の中で眠る鈴木さんを見て、エネルギーを持っている限り、最後の最後まで使い切って、
疲れきったときに眠る人だということを実感した記憶があります。鈴木さんには一回生のと
き、正月休みの牛窓での初とびを指導してもらいましたし、なくなられる数日前の龍門での
最後のフライトも僕の最後のフライトと同じです。僕はその直後、２０年前の４月に就職し
て東京に出て以来、大阪の実家には戻れども短い時間なので、大阪に戻ればそのまま阪大ハ
ングの２０年前の空間が僕の頭の中にはあるような気がします。阪大ＰＦＣでは、面白かっ
たことは山のようにあり、話しきれません。懐かしさも、玉手箱を開けると浦島太郎になっ
てしまうような気もしますが、文字通りForever Youngの鈴木さんからもらったエネルギー
は時空を超えたものかもしれません。 
 
では天国の鈴木さんによろしくお伝えください。 
 
 
-------------------------------------------------------------  ６期生  中野 彰久 
 
私が鈴木さんという人を知った衝撃の瞬間をお話します。 
 
あれは忘れもしない入部したての１回生のたぶん？夏ごろ、大佐で関西選手権があるので、
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「勉強になるからオフィシャルとして参加しなさい。」というありがたいお言葉を鈴木さん
からいただき、二人で大佐に行くことになりました。 
 
集合場所は千里中央で、当時まだ免許を持っていなかった私は鈴木さんがピックアップして
下さるのを待っていましたが、約束の時間を30分過ぎてもこられませんでした。 
今にして思えば、おおらかな鈴木さんのことですから普通のことだったのですが、まだ新入
部員の私としては、場所か時間を私が間違えたのかと思い、鈴木さんのお宅へ電話してしま
いました。 
 
お母様が電話へ出られ、 
「あれ？亨（鈴木さん）は確か免許がないはずだから、中野くんに運転してもらって大佐に
行くって言ってたけど・・・」 
「あっ、そうですか？？？でも僕も免許がないもんで・・・」 
「じゃあ、とりあえず迎えにいくから待ってて。」 
「あっ、はい・・・？」 
ということで、お母様に迎えに来ていただき、鈴木さん宅へ連れて行っていただきました。 
 
お宅へ到着するやいなや鈴木さんから電話が入り、お母様と何か話されていましたが、私を
電話に出すように言われたらしく、電話に出ると、 
「こらっ、中野！俺は今、免許取り消し中（免停ではなく）で、免許ないんや！」 
「はあ？？？（じゃあどうして二人で大佐にいくんやろ？）」 
「お前、仮免持ってることにしとけ！」 
「ええっ！？はっ、はい・・・」 
「お前、単車乗ってるやろ。車も一緒や。運転できるやろ！」 
「はっ、はい・・・」 
 
ということで、鈴木さんが帰ってこられ、めでたく二人で大佐に向けて出発ということにな
りました。 
 
当然お母様は見送りに出てこられています。 
お母様が見てらっしゃらなければそのまま鈴木さん運転で出られたのですが・・・ 
 
「あかん、中野、運転席に行け！」 
 
まあ、私も単車の免許があったので車の運転なんて軽いもんやと思って車に乗り込みました
が・・・ 
そこは上りの坂道だったのです。 
 
”ん～、まずはブレーキ踏むやろ、 
サイドブレーキはずすやろ（これが大きな間違いとも気づかずに）、 
クラッチ踏んで1速に入れるやろ。 
あっれええ！アクセルを踏む足があらへん？？？これってどおすんの？？？ブレーキから足
離したら後ろに下がるやん。ええっ？？？ 
そうか！ここであのレーサーたちが使っているという高等テクニックのヒール＆トウを使う
んや！” 
 
そこで、右足のつま先でブレーキを、踵でアクセルを踏み、ブンブンアクセルを吹かしてク
ラッチをつなぎました。 
キッと若干、ホイルスピン気味でなんとか走りだしたものの、すぐ目の前にはT字路が。  
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通常、単車はほとんどハンドルを切らずに曲がるものなので、それと同じように、ちょっと
ハンドルを切りました。 
ぜんぜん車は曲がりませんでした。 
キキッーと急ブレーキで停車。 
 
「もうあかんわ、俺が代わるわ・・・」 
 
颯爽と、鈴木さんが大佐まで運転して行ってくださいました。  
 
 
-----------------------------------------------------------  ６期生  小瀬川 裕三  
 
鈴木先輩には、私はあまり好い後輩でなかったので学連の運営や態度やクルマを壊したこと
やらで、よう叱られてました。でも行動力あって阪大離れしてかっちょ良くてバイタリティ
溢れる所を尊敬しておりましたし、なりたくても真似のできない、誤解を恐れずに言えば、
私にとって鈴木さんは先輩である一方で永遠のアイドルです。永山さんがパイオニアなら、
鈴木さんは関西HG界のスターだったよね。ずっと生きてたら、鈴木さんを知らない諸君に
もいろんなgiftを与えてくれたでしょう。 
 
今だから言える話はないかということで思い出した事、ちょっと不思議だった話など、あま
り話した事の無い鈴木さん小ネタ集です。文集にまとめる程のもんでもありませんので聞き
流して下さい。 
 
!) 飲酒運転がまだ学生の常識だった時代の話。「めっちゃおもろいで～！」の掛け声で連れ
て行ってもらった九州遠征の一夜。居酒屋「山頭火」で我々は爆発的に盛り上がった。口を
押さえた手の間からゲ○を噴出しながら廊下を走る者や(たぶんナガエ)、トイレに閉じこも
って生死が判らない者（たぶんオクダ君）。お開きで外へ出たみんなはグテングテン。誰も
がすぐにでも寝たいと思ってたのに、我らが鈴木さんだけ絶対今夜中に次のエリアまで移動
するって聞かない。しかたなく彼の先導に白銀さんと私が残りの二台運転して、多分阿蘇あ
たりから田主丸まで、100kmくらいの距離を深夜の人目をはばかる恐怖のドライブは始まっ
た。前を行く鈴木さんは方向指示器をパタパタ左右同時に出したり、バックしたり、路肩を
わざと走ったりしながら終始上機嫌。こっちは必死。音楽を大音量で鳴らしているのに、同
乗者はみんなガーガー大口を開けて寝ている。途中 公開するには差し支えのあることなども
ありつつ、幸か不幸か全員無事、その夜のねぐらに到着したのであった。よう警察に捕まら
なかったこっちゃ。 
 
!) 北堀江のショップ・HOOK INに居た時、ぷいっと鈴木さんが現れた。ここでの鈴木さん
はかなり目上の人なのにイッちゃん、ハタ坊といつもタメである。何かの用事でその場のナ
ントカさん(名前忘れた)にクルマを貸してって、鈴木さんはショップの前の舗道に留めてあ
るワンボックス車のキーを借りてドアから出ていった。しばらくして帰ってきた鈴木さんは
ご機嫌で、何故か手には“警棒”が握られていた。助手席にあったのでこれちょうだいと言い
にきたのだという。しかしナントカさんはその棒にまったく憶えが無い…鈴木さんの話を総
合すると、何と外にあった全く別のクルマをそのキーで開けて(！？)用事に出かけたらしい。
で、その助手席にその棒が置いてあったので持ってきたのだという。あわてて皆でそとに出
てみると、ナントカさんの車以外に、謎のクルマは既に消えていた。 …そういえばあの棒、
あの後どうなったんやろ。 
 
!)ついでに思い出したんだけど、Wills Wingの社長ロブ・ケルが大阪に来たときの話。輸入
代理店やってた市田さんの自宅で、ミニ歓迎会。鈴木さんは英語で堂々とロブとハング談義。
こまかい話は忘れたがいい雰囲気の夜やった。帰り道、鈴木さんが僕の肩をどついて「しま



 

20 

った忘れもんや！」と急に言った。そのあとの鈴木さんの言葉が…はっきり思い出せないん
です。もどかしそうにうんうんうめいた後、「ハートや」とか何とか言ったような気がする！
こういうキザ～なセリフも許される人でした。新しいグライダーの夢とか、ハングの楽しさ
とか、何か言い足りないことがあったんちゃうかな。織井ちゃん何か憶えてへんかな？ 
 
 
------------------------------------------------------------  ７期生  浅田 明子  
 
鈴木さんのエピソードで一番受けたのは、結構皆さん書いておられると思うのですが、当時
の首相だった中曽根さんが吹田キャンパスを視察に来た時の話、かな。当時吹田キャンパス
では廃車にしたキャラバン（多分）を物置き代わりにしていたそうで、視察の前日辺に警備
の為に学内を点検した際にナンバープレートがない、ゲバ棒になりそうなアルミパイプとヘ
ルメットを積んだ車が放置されている！と持ち主の身元確認に乗り出したそうです。で、中
を調べると鈴木さんの名前が書かれたグローブが。御自宅迄連絡があったと聞いているので
御両親も覚えておられるかも知れません。 
 ほかにはハングの話なんかとても魅力的に話されて、わくわくしたのを覚えています。一
応、１の事を１０くらいに位に言う、って言われるけど楽しさを伝えたいんだ、と言い訳し
ておられたかと。 
 
 
-------------------------------------------------------------  ７期生  奥田 雅人 
 
「グライダーと車と女の子、これにありったけの愛情を注ぎ込む。」 
大学入学間もない４月の日曜日、鳥取砂丘の駐車場で鈴木さんにこう言われて、私のハング
グライダー経験は始まりました。 
 
「奥田、試練やぞ。」 
初サーマルの時とか、何かイベントのあるテイクオフの前に、よく鈴木さんにこう言われま
した。 
 
「頭の線が切れていく」 
ハングでしか出来ない感覚を経験し、常識が変わって行くようなことを、鈴木さんはこう言
われていました。 
 
「これ動くの？」 
何かの時に、クラブの車キャラバンで、鈴木さんをお家に迎えに行った私に言われた、鈴木
さんのお母様のお言葉です。今と違い、当時の学生の車は頼んでも盗んでもらえないぐらい
ボロボロで、この時は、割れてなくなった窓ガラスの代わりに、お風呂マットを使っていた
ものと記憶しています。 
 
鈴木さんのお言葉通りというわけではないですが、現在私の愛情の対象は、生意気盛りの五
歳の娘です。 
 
 
-----------------------------------------------------------  ７期生  中野 香穂里 
 
私が鈴木さんと初めてお会いしたのは、ハングの初めてのミーティングに参加するために学
生会館に行った時でした。少し遅れて、現れたかっこいいその人は、開口一番 「撮影があ
るから、吹田に来て。」と、言いました。そうです。 その撮影と言うのが『鶴瓶と花の女
子大生の若様』だったのです。 
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まだ、サボると言う学生のノウハウを、知らなかった私と友だちは「授業があるのでだめで
す。」と言っているにも関わらず、鈴木さんはかなりしつこく強引に、誘ってくれていまし
た。鈴木さんの第一印象『強引』でした。 
 
でも、その後度々出てくるその時に撮った先輩達の楽しそうな写真を見る度に鈴木さんの言
う通り、行っておけば良かったと思っています。鈴木さんの「だから、言ったやろ」と言う
声が聞こえてきそうです。 
 
次に会ったのは、ゴールデンウィークの合宿でした。 
昭和のにおい漂う冨原さんの下宿の２階にあった倉庫で、無造作に積み上げられたグライダ
ーを降ろすのを手伝っていると、何やら男の人の揉めるこえが聞こえてくるではありません
か！なんだろう？と思って、建物の外に出てみると鈴木さんと冨原さんが大声でケンカをし
ていました。理由はウィンドウサーフィンを砂丘に持って行くと言って、キャリアに乗せて
いた鈴木さんに冨原さんが待ったをかけた為でした。 
 
「なんで、持って行ったらあかんねん？」 「砂丘でやったら楽しいやん」と言う鈴木さん
に対して、頑として、「持っていかないでください。」と言う冨原さん。そのバトルはかな
り激しく、2人の間に険悪なムード。。。 
本当に鳥取に行けるのかな？とかなりドキドキしながら見ていました。結局、冨原さんの意
見に鈴木さんが折れてサーフボードを降ろす事になり、かなり遅れて出発出来ました。 
大丈夫かなぁ？このクラブ？？？ 
 
私が入部した頃は、妹尾さんとジェーンと言う女子の先輩がいましたが、実質的に活動して
いる女子部員はいないようでした。なので、なんとなく私達もすぐに止めるのではないかと
思われていたような気がします。  
 
そんな私たちに、合宿初めての夜、子供の国の駐車場でお酒を飲みながら、熱くハングの事
を語ってくれたのが、鈴木さんでした。その目はきらきらしていて、鈴木さんのハングに対
する熱い思いはすぐに伝わってきました。「サーマルが・・・・」「バンクをなぁ・・・」
何も分からない私達に一生懸命ハングの素晴しさを伝えて下しました。鈴木さんは女の子に
すごく優しかった気がします。 
 
私達に付き合って、鳥取に行く車の中で、「さっきまで、サッカーをしてた。」とか「帰っ
たら、学校に戻って勉強や。」とかいつも忙しそうにしていた鈴木さん。一度、冷やかしで
「そんなに忙しいとデートする時間ないでしょ？」って聞いたら、「わーこ、時間は自分で
作り出すものやで。俺は1日２５時間使ってる。」って笑ってたけど、よく言われる、『時
間は自分で作り出すもの』、も鈴木さんが言うと本当に説得力がありました。 
 
その言葉は私にインプットされ、生かされたかどうかは些か疑問ですが、今息子達に、毎日
の様に注がれています。きっと、鈴木さんの言葉は中野家に脈々と受け継がれて、行くこと
と思います。  
 
 
-------------------------------------------------------------  ８期生  氏家 良彦  
 
鈴木さんのエピソードといっても短いお付き合いでしたのでネタは持ち合わせてはおりませ
ん。ただ私にとって鈴木さんはたいへん重要なポジションの方であり、その辺りのことを書
きます。 
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①私とＨＧとの出会いについて 
 一浪時代、日曜のお昼にＴＶで「鶴瓶と花の女子大生」という番組をやってました。花の
女子大生ですよ、浪人中だし見るでしょ！その中に「今週の若様」というコーナーがあって、
身近にいるかっこいい男子（今でいうところのイケメン）を紹介してまして、そこに阪大で
ハンググライダーをやっているという人が出てきて、この人がかっこよかったんですよ。当
時は阪大ではなくて京大目指して勉強してたので記憶に留めていたにすぎなかったんですけ
ど、諸般の事情で目標を変更することになって阪大に入学しました。で、すぐにＨＧのサー
クルを探して入部した、というわけでは全然なく、その存在は確認しつつ、別のサークルを
いろいろ物色しておりました。第一希望の軟派なテニスサークルからは定員オーバー、もう
男子はいらん、と言われ、高校まで水泳をしていた私はウィンドサーフィンがしたくてその
サークルを探したが見つけられず、他にもいろいろ話を聞きに行ったりして何をしようかな
あとぼやぼやしているうちに、同じ高校から阪大に入学した野竹君、中島君がＰＦＣに入部
し、また同じ学科の大槻君がＰＦＣに入部し、彼らの勧誘もあり、じゃあやってみようかな
あ、とまったく主体性を持たずして阪大ハンググライディングチーム（ＰＦＣ）に所属する
ことになったわけです。入学前からのインプットがそういう方向へ私を押したのかもしれま
せん。 
 というわけで、私とＨＧとの出会いは、鈴木さん、です。 
 
②初クロカン 
 四国へのツアーに何度か連れて行っていただき、鈴木さんや来海さんのクロカンの回収を
奥田さんの回収教室のもと何度かやっておりましたが、ついに自分がクロカンに出るチャン
スがやってきました。鈴木さんがなぜか戸上さんのボールのバリオを持っておられそれを貸
していただいたのです（戸上さん、今まで内緒にしてました、ありがとうございました）。徳
島県美馬町の三頭山からＴＯ後、同じサーマルの上の方からどんどん先輩たちが東へ出て行
きます。そして私も上昇しながら始めて見るアルチの表示から目が離せず、よし 1300 にな
ったら出て行ってやろう、と決心し、その 1300 の数字を見るやいなや東へ向かいました。
そして次のサーマルで上げグライドするも、どうも向かい風っぽい。。後で聞くと賢明な来海
さんはランディングに戻ったらしい。そ
んなことはおかまいなしにグライドする
もみるみる高度はなくなり降ろす場所を
探し始めると降りているグライダーを発
見し、その真横にランディングしました。
そのグライダーの主は鈴木さんだったの
です。私にとっての初クロカンは、鈴木
さんと同じところまで飛んだ！というこ
とでたいへんうれしいフライトとなりま
した。その横で鈴木さんは、ＴＯが見え
るところに降りてしまうなんて、、とがっ
くりきてましたが。。距離にして13.2km。
今ではクロカンとは呼べません。。そんな私の記録も今ではそれからちょうど200km延ばす
ことができました。 
 213km の日本記録を出したときのうれしさも、13km の初クロカンのときのうれしさも
私にとってはまったく変わりません。 
 
 
-------------------------------------------------------------  ８期生  大槻 欽哉  
 
鈴木さんについては、タキシードで学連クリパ登場とかカッコイイ話は多数あるでしょうが、
大佐からフリーにクロカンして、来海さんが那岐山(でしたっけ)、京ハン(ピースケさん？)
だったかが羽合に行かれて鈴木さん撃沈の時の悔しがり様が印象的でした。私はただの回収
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係で、凄いなぁと見た後、戸上さんと慣れない回収に廻ってました。 
 
 

おしまい 
 
 
 
平成二十年 二月 三日 第一版公開 
平成二十年 二月 四日 第二版（大槻さんのコメントを追加） 


