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追悼号

淳が令和3年12月7日急逝しました。

本号は通常と異なり親交のあった方々から
思い出を寄せていただく追悼号としました。

JUN TAKAHASHI
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一般社団法人日本飛行連盟
理事長 中澤愛一郞
明けましておめでとうございます。
旧年中はお世話になりました。今年もよろしくお願い申し上げます。
さて、もうすでにお聞き及びと思いますが、弊社団法人名誉会長、赤十字飛行隊隊長髙橋淳
氏が令和3年12月7日に逝去されました。99才の大往生でした。逝去される直前までお元気だっ
たとのことでした。謹んでご冥福をお祈りいたします。
髙橋さん、淳さんと呼ばせていただきます。淳さんは我々空を飛ぶ者にとって常に憧れの存在
でした。天性の素質をもって、常に我々を指導していただきました。
私が最初に淳さんを意識したのは、私が大学生の頃ですから、50年以上前、日本飛行連盟が
藤沢飛行場から竜ケ崎飛行場へ移った頃でした。竜ケ崎飛行場でグライダーであれ、軽飛行機
であれ、機種をかまわず楽々と操縦する淳さんを見ていたものでした。大学生の自分からは声を
かけることもはばかられるオーラが出ていたのを覚えています。
とある日、何がきっかけだかは忘れましたが、私の父親が製作したMITA-3に搭乗する機会が
あり、なんと後席に淳さんが乗ってきたのです。そのフライトがどんなだったか、憧れの淳さんが
後席で一緒に飛んでもらえると言うだけで、何も覚えていません。そのころから、少しずつ淳さん
と話ができるようになりました。
アクセル、クラッチ、ブレーキのそれぞれの位置が異なる10台のオートバイに次々に乗り替え
た話や、1年前の自分より今の方がうまくなっていると言った話を今でも良く覚えています。
私自身、淳さんのような天才肌のパイロットではなく、何とか数を重ねて人並みになったので、
自分自身が経験したことのない機体に乗った場合、どうしても素質がないことがばれてしまいま
す。そこを比べると、淳さんは誰も経験したことのない機体の操縦も難なくこなしているのを見る
につけ、どうしてそんなにうまく操縦できるのか不思議な気持ちで淳さんと接していました。
いつだったか、淳さんが、あいちゃんも最近うまくなったなと言う話を人づてに聞いた時、すごく
うれしかったことを覚えています。
最後までダンディーを貫いた淳さん、今まで本当にありがとうございました。
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思い出される色々な出来事

・新潟地震ではどこよりも早く、一番で赤十字飛行隊が初出動
・成田空港へ初着陸、
トキの輸送
・高松宮殿下との編隊飛行、侍従を乗せた２番機で瀬峰から仙台空港へ
・数々の航空イベントでのアクロバティク飛行や解説
・陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊での安全講話
・著名人との対談、雑誌・テレビ出演など
・誰も乗ったことのない機体、手を出せない、出したくない様々な種類の飛行機の
テストパイロットの時のつぶやき・
・。
「皆さんが苦労して飛ぶのを見てみたいものです」
きっと今もどこかで皆さんの操縦を見てるのかも知れません。

表彰
1977年
1987年
1988年
2002年
2008年
2011年
2014年
2014年

髙 橋

日本赤十字社銀色有功章
日本赤十字社金色有功章
厚生大臣表彰
FAI国際航空連盟（スイス本部）ポール・
ティサンディエ賞
国土交通省航空関係功労者大臣表彰
日本航空協会 航空亀齢章
日本赤十字社 社長感謝状
ギネスワールドレコード 世界最高齢の事
業用操縦士として認定

2012年

滑空機自家用上級・動力技能証明 30
事業用操縦士技能証明（陸上単発・多発）1089
操縦教育証明（飛行機／陸上単発・多発）
操縦教育証明（滑空機／上級・動力）
航空級無線通信士 ＡＰＥ 136
特定操縦技能審査員

淳（たかはし じゅん）1922年10月8日生

1941年
1953年
1956年
1958年
1962年～1971年
1996年
2002年
2004年～2008年
2009年
2021年

操縦資格
1953年
1961年
1963年
1963年

暁星中学校卒業後、海軍甲種飛行予科練習生入隊
一式陸攻の機長として沖縄戦など国内、海外を転戦
新日本グライダー研究会で教官職
日本飛行連盟グライダー教官
沼津グライダークラブ
（現・静岡県航空協会）
で主任教官
弊社団の日本飛行クラブにて教官を務める
その後フリーパイロットとして、航空機使用事業各社において事業用
パイロットとして業務する他、テストパイロットとして長く活躍
（社）
日本飛行連盟理事就任（非常勤）
弊社団で組織する赤十字飛行隊第四代隊長に就任
（社）
日本飛行連盟理事長就任
（社）
日本飛行連盟名誉会長に就任
12月7日逝去

満99歳(享年100歳)

JUN TAKAHASHI
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淳さんありがとう！

藤沢時代の髙橋淳さんを偲んで・
・
・

一般社団法人日本飛行連盟理事
一般社団法人日本女性航空協会理事長

元日本飛行連盟職員

鐘尾みや子

前田

最初に淳さんに会ったのは1979年頃でした。

のフライトでの経験は、一言では表せないものであ

当時調布飛行場にあったホンダフライングクラブ

り、私の財産です。特に忘れられないのは一番最初に

仁

私と髙橋淳さんの出会いは、昭和31年（1956年）
藤沢飛行場であります。

ある時、たまたま早めに飛行場に来た髙橋淳さん
（当時は教官です）
に見つかり、
「何をしているのだ？」

調布運航所で毎週土曜日に飛行訓練をしていました

ロングナビに出た時で、石橋をたたいてたたいてたた

日本飛行連盟が青少年に、航空思想を広めようと

「曳航車の暖機運転をしています」
「じゃー俺が指導

が、ある日クラブに行くと白髪のシュッとしたおじいさ

き壊すぐらいの、小心者といえるぐらいの慎重さを目

「航空少年団」を設立しました。当時中学一年生だっ

してやるよ」
との事で、髙橋教官を助手席に乗せて飛

んがソファに座っており、担当教官から
「今日、お客さ

の当たりにして、普段の自信に満ち溢れている物言い

た私は、
その記事を新聞で知り早速少年団へ入団し

行場内を走らされた。悪路を通ると車がガクガクと前

んが後ろに乗るけどいいかな？」
と聞かれました。当時

とのギャップに本当にびっくりしました。

ました。

後に揺れるのを見た髙橋教官は、
「アクセルの上方を

のクラブは1日4コマすべて予約でいっぱいで、ほとん

80歳を過ぎてからはほとんど富士川でグライダー

中学1年生から高校3年生までの者たちが一期生

踏むからだよ、車の揺れで足がアクセルを前後に動き

ど毎回ホンダエアポートを往復していましたから、
タク

曳航をしたりセスナに乗ったりの日常でしたが、常に

として集まりました。毎週日曜日に新橋にある
「航空会

ノッキングする。踵を床に付けて運転しなさい」
と、指

シー代わりに乗せてほしいというわけです。

訓練の様子を見守り、的確なアドバイスをしたり、天

館」の会議室に集まり、航空関連の知識座学や手旗

導された。私は中学生でチビだったから足が届かなか

教官の話ではその人は髙橋淳さんといってこの世

候の急変には素早く対応して早目に撤収させるなど、

信号の実習を教育され、実機には何時から乗れるか

ったのを見た髙橋教官は「クッションを背中に当てて

界では有名な人で、桶川においてあるアクロ機のピッ

判断の的確さと速さには毎回頭が下がる思いでした。

ヤキモキしていました。

ごらん？」 言われる通りしたら上手に運転できまし

ツに乗るために毎週通っているとのことで、
まあなんと

90歳を超えてからも、2、3カ月に一度は「おい、曳

入団時には制服を購入し、
これらを着用して電車な

図々しいと内心思いつつも、お世話になっている教官

航するから後ろに乗れ。俺をチェックしろ！」
といわれて

どで集合場所へ行きます。制服の帽子は戦中の飛行

に頼まれてイヤとは言えず、何回かお乗せしました。そ

僭越ながらチェックをさせていただきました。本当に驚

帽そのままで、風で飛ばないように顎紐が付いてお

学校を卒業した私は飛行連盟に雑用係として就職

のうち、淳さんの自宅が自分の家のすぐ近くであるこ

いたのは、クロスチェックが完璧に行われていたこと

り、
これを頭上に跳ね上げて止めていました。電車の

し、小型バイクを与えられて当時の航空局などへ申請

とがわかり、その後は淳さんの人好きな性格もあって

で、私が動かす頭とほぼ同じように淳さんの頭が動

中で「ボクは自衛隊さん？」等と良く聞かれ、得意にな

書などを提出する仕事をしていました。理事長からは

家族ぐるみ転がり込んで晩ご飯を食べたり麻雀をし

き、時折入る無線にも素早くマイクを取って対応する

って「航空少年団です」
「ボーイスカウトみたいなモノ

「整備士、無線通信士の免許を取ったら操縦士の訓

たり皆でワイワイと楽しい時間を過ごしたことを思い

など、昔と全く変わらない飛行の質を保っていたこと

だね？」等の会話等がありました。

出します。

です。ほんの10分間の飛行でしたが、その集中力は

飛行機の自家用ライセンス取得後、1981年には富

すごかったです。

それから半年後に藤沢飛行場に引率されて行った

た。私はその時に、髙橋教官は教える点が的を射た素
晴らしい人だと感じました。

練をしてあげる」
と言われ、それらの勉強を頑張り念
願の飛行機操縦訓練が始まりました。

際に、初めてセスナ170（ JA3014）
を見せられ、その

年2回の国家試験の学科に合格、航空局乗員課

士川滑空場でグライダーも始めましたが、
こちらも淳

私もその後グライダーやアクロなどいろいろな経験

中の数名が体験搭乗をして頂きました。残念ながら私

の実地試験日に試験官が、
「前田君の教官は誰だっ

さんが静岡県航空協会から運航全般を任されてお

を積んで、かなり生意気になり、淳さんと大喧嘩したこ

は選ばれた9名には入れなく、飛んで行ったセスナを

た？」
「髙橋教官です」
と答えると、
「じゃぁー問題ない」

り、毎週日曜の富士川通いが10年は続いたと思いま

とも一度や二度じゃないですが、一緒に飛んで学んだ

羨ましく眺めていました。この時の機長さんが髙橋淳

と私の後席に乗り込んで約１時間、試験科目をこなし

す。富士川では曳航機として使われているパイパー・

ことはしっかりと残っており、後の世代に伝えられたこ

さんだったと思います。着陸したセスナを皆で押して

合格しました。

スーパーカブで尾輪式飛行機の操縦も教わりました。

とも事実です。良くも悪くも淳さんなしには私の飛行

格納庫へ入れてから、ボロ布（ウエス）
でピカピカにな

初ソロの時の写真が残っているのですが、夕暮れの

機人生は語れません。本当にお世話になりました。そ

るまで拭いた事を覚えています。

中富士山をバックに降りてくるカブを、淳さんがなぜ

してありがとうございました！

その後、整備士と飛行機操縦の仕事を続けている
間に髙橋教官の自宅に2年間下宿することになりまし

その後 、航 空 少 年 団 専用のグライダー（ 萩 原 式

た。髙橋教官の家は、ママ
（享子さん）、真ちゃん
（マコ

か左手を中途半端に上に上げて棒立ちになって見て

H-22）複座のセコンダリーを購入して頂き、自動車曳

ちゃん、当時中学生）、マリちゃん
（小学生）
で、私と真

いるのを後ろから撮った写真で、今見ても笑えます。

航により1,000Ftまで上昇して操縦練習をしてから着

ちゃんで一部屋を使う事になりました。次の休日に、材

できの悪い弟子で心配だったんでしょうね。

陸するという、夢に見た飛行訓練が始まりました。グラ

木を購入してベッドを2台作り二人で使用しました。マ

イダーを300ｍのワイヤーで曳航するには、大型で重

マの料理は大変おいしくて、今でも懐かしく思います。

淳さんの当時の仕事はフリーのパイロットで、機体
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のフェリー、セイフティー、耐空検査、慣らし運転等々、

量があり大馬力の米車（キャデラック）の中古車であ

お風呂はマコちゃんと何時も一緒に入り、
「淳さん

ありとあらゆる仕事を請け負っており、双発機もアクロ

りました。(登録ナンバー無し)自動車運転免許も持っ

は海軍の士官だった。海軍では水は貴重品で、洗面
器１杯で頭から足まで洗ったのだよ。マコちゃんも海

機も、自作航空機もなんでもござれでした。そんな中

ていない私は、毎日曜日に教官、団員が集合する１時

で、機会があるごとに「おい、一緒に行くか？」
とのお

間ほど前に藤沢飛行場へ行き、事務所から合い鍵を

軍を思って、
この１杯の洗面器で完璧に洗いなさい！」

誘いがあり、北は北海道から南は沖縄まで、腰ぎんち

持ってキャデラックのバッテリーを繋ぎ、エンジンをか

と海軍魂を押し付けていた事を今でも良く思い出しま

ゃくのようにぶら下がってついていきました。それぞれ

けて飛行場内を運転する事が楽しみでした。

す。
（ 決して、淳さんへの当て付けではありません）

»»» 次頁へ続く
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彼らが小学生の頃、航空少年団のグライダー操縦

ていると、一際背の高い乗客が居ました。偶然、その

訓練の際に横一列に整列して髙橋教官の訓示を聞

乗客が髙橋淳さんだと分かり驚きました。高度を上げ

いていた我々に対し、二人は工具箱のペンチを持ち

て巡航飛行になり、キャビン
（客席）のお客様へご挨

出して、我々の尻の肉を挟んで遊んでいた事への仕

拶に向かい、髙橋教官に話しかけると、彼も大そう驚

返しかも知れません？

いていました。私の航空人生において、最大の影響

それから数年後、航空局の方から全日空への入社
を勧められた際も、髙橋淳さんは大賛成をして頂き、
今のANAに入りました。各種訓練を済ませて、機長で

があった人だったと感謝しております。
中学生から飛行連盟を卒業するまで、本当にあり
がとうございました。

国際線の成田行きの操縦席で搭乗中の旅客を眺め

思い出の写真

マコちゃん、マリちゃんと私を含む整備士たち

髙橋淳隊長へ追悼の意を表します
赤十字飛行隊副隊長、熊本支隊長

未だ実感が湧かず現実を受け入れられずにいます。

赤十字飛行隊岡山支隊
ばミスもするし間違いも起こす、ということを教えて
いただきました。

支隊長

寺岡伸二

初めて髙橋淳パイロット
（ 以下、淳ジイ）
に会った

日本赤十字社岡山県支部にご一緒いただき岡山

のは私が日本航空学園高校生の時でした。本学園

県支部長との面談、長野支隊発足のため長野支隊

の航空祭でDemo ﬂightに飛来されてきました。

長の白澤支隊長と一緒に日本赤十字社長野県支

しかしながら最も悲しんでおられるのは生前故人と

長生き健康の秘訣を伺ったこともありました。
「腹

多くの時間を過ごしてこられたご遺族の皆様だと思

いっぱい食べるな腹７分」、
「良く眠れ」、
「常に女性

Demo ﬂightが終わり拍手喝采の中、機体から降

部に訪問。東日本大震災、熊本地震等々で赤十字

います。謹んでお悔やみ申し上げます。

に優しく男を意識しろ」。もちろんご自身でも実践し

りてこられたその姿を見た時、衝撃を受けました。背

飛行隊の一員として熊本支隊の新永支隊長、長野

ておられ、人生哲学や男としての美学など、一緒に

の高い、スマートで、足が少々長いハンサムなPilot

支隊の白澤支隊長と共に緊急物資輸送に務めまし

いるだけで多くの気づきや学びがありました。

なんです。皆さまも想像つきますよねえ・
・。私たち学

た。

髙橋隊長には、私が熊本支隊長になった平成23
年から11年間にわたり、公私にわたって、言葉では

まだまだ思い出はたくさんあります。

生が歩み寄ると、
まあ素敵な笑顔で、これまたスマー

語りつくせないほど大変お世話になりました。
これまで熊本へも数回講演で来ていただきました。
髙橋隊長が95歳のときが最後のご来熊となりました

トな挨拶をしてくれました。

その前後、淳ジイには度々岡山にお越しいただき
ました。まあ、ようは『 飲酒 』目的で来られたって感じ

戦中、戦後と日本の航空界にパイロットの鑑として

それから数年の時が流れ、私が八尾空港で勤務

ですね。とある飲食店の女性スタッフに淳ジイは話

一石を投じた髙橋淳隊長。彼のことは、私たちパイロ

するようになった頃、またまた衝撃的な再会！ちょっと

す話す！身だしなみに気配りしているやら、散髪屋で

ジジイになったなかあって思いながら、社会人になっ

はなく美 容 院に行ってるやら、爪はネイルサロンだ

が、95歳と思えないほどのスマートな立ち振る舞いと

教えていただいた「 70％で飛びなさい」は、赤十

た気分の私は何気ない挨拶をし、日本航空学園当

の、飛行機は女性だの、淳ジイらしい持論を披露し

軽妙なトークで、熊本にも多くの熱烈な「髙橋淳ファ

字飛行隊の教訓として、これからも受け継いでいく

時の話しをすると、
これまたスマートに、ご機嫌よく対

つつ女性スタッフの手をずーっと握っていました。来

ン」を生み出しました。講演会後の懇親会では、熊本

つもりです。どうか髙橋淳隊長、私たちの今後の活

応していただき連絡先の交換をしました。

るたび！男女スタッフ共に淳ジイの話しを何時も楽し

のカントリーミュジックライブハウスでラストまで楽し

動を空の上から見守っていてください。

まれていた隊長のお姿が懐かしく思い出されます。
またある時には、壱岐島の帰り、髙橋隊長に操縦
桿を握ってもらい、飛 行 機 の 基 本である上 昇 、降
下、旋回の指導を受けたことがありましたが、隊長が
「飛行機の神様」であることを身をもって知ることが
でき、非常に貴重な経験となりました。私にとっては
宝物のような時間で、今でも強く心に残っています。
髙橋隊長は、常日頃から
「 70％で飛びなさい」と
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ママ、マコちゃんとマリちゃん
（髙橋家の朝食の一コマ）

淳さんとの思い出

新永隆一

突然すぎる髙橋隊長ご逝去の報に衝撃を受け、

2022年1月1日発行 | 第585号

ット仲間の心の中に、永遠に刻まれる事でしょう。

またまた数年の時が流れ、私は岡山県の岡南飛

最後になりましたが、髙橋淳隊長のご冥福を心よ
りお祈り申し上げます。
赤十字飛行隊副隊長、群馬支隊長 塙

ご来社！
『おー！寺さん元気かー！』
と登場！
！
！今回は今
光一

赤十字飛行隊副隊長、和歌山支隊長 田井秀治
髙橋

行場で勤務することになった頃、淳ジイが飛行機で

淳隊長、長い間本当にお疲れ様でした。

みにしていました。
この度の訃報をその当時のスタッフの皆さんにお
伝えしたら、
『 100歳まで生きるよって言ってたのに』

までと違い、スマートでもなく、人生の大先輩として

『もう一度、お会いしたかった』
『また来るって言って

の温かいお言葉のように感じ、
とても嬉しく思ったこ

いたのに』等々、みんなから愛されてたんやって、改

とを今でも覚えています。

めて思い知らされました。

赤十字飛行隊の話しを聞き、飛行隊に入隊する

100歳まで元気で飛び続けたいとおっしゃっていたの

こととなり、岡山支隊長に推薦いただき現在に至り

淳ジイ！

がついこの間の事のような気がいたします。
これからも

ます。その頃から生意気な小僧のこの私を可愛がっ

大空から見守っていて下さい。
心よりご冥福をお祈りします。

髙橋隊長に教えていただいた沢山の事を忘れずに、

てくれていると勘違いし、私は生意気にも勝手に『淳

言われていました。それはつまり
「30％の余裕を持っ

安全飛行につとめたいと思います。空のさらに上から

ジイ』
と呼ばせていただくようになってしまいました。

て飛びなさい」ということです。人間、余裕がなけれ

見守っていてください。ご冥福をお祈りいたします。

（ごめんなさい）
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父との思い出と御礼
父、髙橋淳の逝去にあたり沢山の方々から暖かいお言葉をいただき誠にありがとうござ
いました。皆様のおかげで最後まで充実した航空人生を全うできたことを深く感謝いたし
ます。
私の中での父との思い出を少し綴らせていただきます。
父は私がまだ幼稚園児のころから週末になると飛行場に連れて行ってくれました。当時
の藤沢飛行場では自動車曳航のグライダーで航空少年団の訓練が行われており、父は
その教官をしていました。父の操縦するグライダーや飛行機に乗せてもらったことや、父が
飛んでいる間に少年団の中高生のお兄さんに遊んでもらったこと、そして駐機していたエ
アロンカ、パイパーペーサー、セスナなどを見ることが楽しく、私自身、飛行機の世界に入
るのは必然だったように思います。
30歳のころ都内でサラリーマンをしていた私は毎日のストレスを発散するため、天気の
良い週末はいつも父と一緒に富士川滑空場に通っていました。スーパーカブで一日中グ
ライダーを曳航し、多いときは1日に二十数回の曳航をしました。帰りは父の運転でビール
を飲みながら東京まで帰ってきたのは懐かしい思い出です。
操縦に関して父から詳しいアドバイスを貰うことは殆ど有りませんでしたが、幼い時から
父と一緒に飛んでいたこと自体、見よう見まねで習得していたのかもしれません。父と私
はいつも飛行機の雑談の中にいました。
思い返すと初めてグライダーで宙返りをしたのはピラタスB4でしたが、無線で「そこから
頭を下げて速度をつけて操縦桿を引いてごらん。宙返りするよ。」やってみると初宙返り
…とても楽しかった！ピッツで3回ほど一緒に飛んだ時「下手なアクロに付き合っていられ
ないから一人で行けよ」
と早々にトレーニング終了。あとは自分で。いつもこんな調子でし
た。
ＦＡ200では一緒にアクロバットをしましたが、
「エルロンロールの頂点は少しエレベー
ターを戻す方がきれいに回るよ」などなどと話しながら飛ぶのは楽しかったです。
父と一緒に飛んだ楽しかった日々を、私は一生忘れることはないでしょう。

髙橋

8

真

