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◆編集後記

トキエアの就航に向けて　
ることが認識された。
　トキエアでは、エアバスのグループ会社である
ATR 社の ATR72-600 を運航する。定員は 72 名。貨
物スペースを大きく使用する場合は定員は 44 名とな
る。7 割弱が損益分岐点とすると、50 名ないし、30
名が分岐点となる。一方、LCC が使用する A320
（180 人乗り）だと、126 名。B767（300 人乗り）
だと 210 名、と大きい需要が必要となる。
　ATR 機の特徴として脱炭素、CO2 の排出量が少な
い。同型ジェットと比較し、燃料は約 40％削減、着
陸料も約 65% 安い。従って、運航コストが抑えられ、
運賃も安くできる。更に、運賃が安いから行ってみよ
うというお客様の需要開拓にも繋がる。また、座席は
革張りで、高級感がある。シートピッチも大手と変わ
らない。こうした航空会社をハイブリット航空と呼ぶ
が、トキエアはまさに LCC ではなく、ハイブリット

航空である。このトキエア
は人流を促し、人々の生活
に潤いをもたらし、地域に
活気をもたらす。行ってみ
たい、会いたい、を諦めさ

せず、実現させる。
　飛行機の力は大きい、そのスピードは瞬間移動の力
を持つ。例えば、新潟と仙台間は 50 分弱。佐渡と東
京も50分。多分、世界が変わる。新しい人流が起こる。
こうした路線就航がトキエアの役割と考えている。今
まで、バスや船、新幹線を乗り継いでいた地域間。こ
こを燃費の良い小さいプロペラの機体で運航する。
　このトキエア（ハイブリット航空）のパイロット、
整備士の訓練は鹿児島で既に始まっている。2022 年
の就航に向け、準備を整えている。これから、国の認可、
人員・施設、資金も並行して進めていく。新潟にとって、
だけでなく、日本にとって必要とされる航空会社に仕
上げていく。　　　　　　　　　（1992 年 文学部卒）

　「夢を諦めるな、新しい挑戦の架
け橋に」を会社理念として社員一
丸となって就航に向け取り組んで
いる。
　2020 年 7月 22 日に新潟拠点の
トキエアを立ち上げ、間もなく 2

年が経とうとしている。事業の構想自体は 8 年ほど前か
ら考えてきた。地方便は航空運賃も高く、地方に住んで
いると航空機に乗れる機会は少ない。そんな中、2012
年に日本国内に LCC（Low Cost Carrier）が就航するよ
うになり、漸く日本の国内運賃も安くなる時代が来る
か！と思いきや、その普及は限定的で、未だに日本国内
の LCC の便比率は 10％。お
隣の韓国では 50％を超えて
いる。韓国では飛行機が若
者たちにも身近な乗り物と
して普及している。
　日本では、LCC について「安かろう、悪しかろう」
と評価し、値段が安い分、座席が狭い、など、「悪し
かろう」の部分が、取り上げられてきた。お客様の需
要が拡大したことは語られることは少ない。路線につ
いても中々独自路線が組みにくく、大手との連携色が
強く、大手の赤字路線の置き換えが多い。
　況してや、COVID-19 の影響で、需要が激減し、
LCC で運航する機体（約 180 人乗り）も大き過ぎ、
需要に合わず、薄利多売のビジネスモデルが成立しな
い状況となっている。しかし、最近、漸く需要が戻り
つつあるが、予断は許さない。この COVID-19 により、
需要に合わせた航空機材が必要であり、更に旅客だけ
でなく貨物でも稼げる航空会社であることが重要であ

　「諸君の議論に、愛の油を加えよ」。新島譲先生が同
志社を開学した当初、ストライキを起こした学生に言っ
た言葉です。ウクライナとロシアの紛争に愛はありま
せん。新島先生のような教育者はいつの時代にも求め
られる存在であると思います。
　コロナ禍により様々な活動が制限され、校友会・同
窓会も実施困難となりました。昨年は同志社フェアも
中止となり、大切な交流の機会が失われました。皆さ

んとのコミュニケーションが十分でないのは残念です。
今後も同志社の名の下に集う皆様との交流を楽しみに、
活動に参加させていただきたいと思います。
　次回の会報からは事務局として携わらせていただく
こととなります。来し方も行く末も大切にし、皆様と
手を携えて務めて参りたいと思います。時には議論さ
せていただくことがあるかも知れませんが、同志社人
らしく愛の油を加えて参る所存です。（地紙 実）

　

　トキエア（株） 代表取締役　長谷川  政樹
同志社 新潟
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　2009 年に石田先輩から引き継ぎまして 13 年
たちました。昨年の同志社フェアを最後の仕事と
して退任する予定でしたが、コロナの関係で開催
が延期となりましたので今年度 2022 年に副支部
長の山崎真氏にバトンタッチ致します。

　この 13 年を
振り返れば世の
中が大きくネッ
ト社会に転換し
たことが挙げら
れます。ホーム

ページの立上げからメールでの連絡等。しかし
幹事の皆さんとの打合せの後は必ず酒を飲んで
の懇親会。やはり飲みニケーションは強いです
ね。最近はコロナの為に飲む機会が少なくなり
寂しい限りです。

　なんとか支部長を無事務められたのは幹事長、
事務局長はじめスタッフの皆さんと、また女子大
の支部長はじめスタッフの応援の賜物と感謝して
おります。最後にス
タッフの皆さんと京
都での全国大懇親会
に出席し大いに飲ん
だこと、翌日には 3
万歩以上歩いたのを、懐かしく思い出します。楽
しい 13 年ありがとうございました。

支部長退任にあたり
河端  信雄
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新潟で京都を想う

新島先生のエネルギーのかけら
見た。そこには硬そうな、かなりしっかりした木の
杖が、破片とともに当時のまま静かに保管されてい
た。大きく 2 つに折れたそれは想像していたより
ずっと太く、新島先生の想いの強さを伝えていた。
私はそれまで文献でしか知らなかった新島先生によ
うやく会えた気がした。この時から私には新島先生
のエネルギーのかけらが刺さったままだ。
　魂の声に従って生きるというのは全然楽じゃな
い。報われない努力かもしれない。それでも尚、心
が掻き立てられ、広い海の向こうを目指してしまう
のだ。
　いざ目の前にワイルド・ローバーに乗り込むチャ
ンスがやってきた時、乗らない言い訳を色々考えて
そこに留まることもできる。だけどそれでは自分の
思い描く明日は決してやってこない。嵐もくる。真っ
暗で先が見えない時もある。けれど必要な地図とコ
ンパスは一人一人の胸の中にある。同志社で学んだ
私達には、きっと新島先生の精神が受け継がれ、人
生を切り開く力が備わっている。 
（1997 年 女子大 学芸学部卒）

　ワイルド・ローバー。同志社卒
業生なら誰でも耳に馴染みのある
言葉だろう。言うまでもないがア
メフト部のチーム名にもなってい
るこの言葉は、新島襄が国禁を犯
して日本を脱出し、アメリカへ密

航した船の名に由来する。
　私が通っていた高校では「日本キリスト教史」と
いう選択授業があり、教団かキリスト教主義学校を
ひとつ選んでその 100 年史を纏めるという課題が出
された。そこで私が選んだのが同志社だった。それ
が私と新島先生の初めての出会いだった。私は新島
先生を通して自分の魂の声に従って進むという生き
方に触れた。どうしても同志社に行きたくなった。
　入学後、今出川キャンパス内にある新島遺品庫に
入れていただく機会があり「自責の杖」をこの目で

イホームをお建ていただいたオーナー様でした。わ
が社のオーナー様は新潟県内に２万軒ほどいらっ
しゃるのですが、同じ卓の 1/3 の方がオーナー様だ
とは…。
　先輩方とお話しをするにつけ、京都での学生時代
に想い起こすことが本当に増えました。熊本の田舎
から出てきた私は、入学式で今出川の礼拝堂の美し
さに圧倒され、賄いの美味さに惹かれて京懐石料理
屋でバイトに精を出し、ほんやら洞に入り浸り、故
ダイアナ妃ご夫妻が京都滞在中に体育で御所グラウ
ンドでサッカーして意味もなくドキドキし、ゼミの
Ｕ教授に簿記二級合格を条件に卒論免除していただ
きやっと卒業できた…勉学にいそしまない学生でし
たが、楽しい 4 年間でした。
　カレッジソングの一節「あなたの子どもたちはぶ
どうの枝のようになり、世界中に遠く広く散らばる
でしょう」を地でいけるよう、私も新潟の地でわが
社の社員を幸せにしたり、地域に貢献できる人間に
なりたいと思います。                 （1988 年 商学部卒）

　2017 年の早春のある日、私は
サラリーマンの宿命に抗えず、転
勤先の新潟へ赴任するため東京
発・新潟行新幹線とき号の最終電
車車中におりました。新潟へは東
京勤務時代に毎月のように出張で

来ており、勝手知ったる土地だったので不安を感じた
わけではないのですが、某ＳＮＳで同志社校友会新潟
支部の存在を偶然知り入会を申し込みました。
　初めて参加した校友会・同窓会の総会・懇親会の会
場ＡＮＡクラウンプラザホテル新潟の大ホールは、私
の想像を超えた熱気で満ち満ちておりました。ご出席
者は私よりも先輩の方が多く、ニューカマーの私を優
しく受け止めてくださいました。懇親会でテーブルを
ご一緒した 6 名の先輩のうち、お二方がわが社でマ
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ミサワホーム北越（株）執行役員 新潟支店長　大平 穣

（株）丸屋本店 若女将　本間 由起子

同志社大学と新潟県、就職協定を締結

同志社大学と新潟県は U・I ターン就職を促進するた
め昨年 8 月 20 日、協定を結んだ。同日、県庁で行わ
れた締結式には植木朝子学長と花角英世知事が出席
した。植木学長はあいさつでテレワークの普及など
新型コロナ禍を受けた働き方の変化を指摘。「今後、
地元地域経済を支えたいという学生が増えると予想され
協定が背中を押すものになれば」と期待した。花角知事
は「首都圏と比べ関西圏では新潟県の知名度が低く
感じる。経済的、人的な結びつきを深め就職支援協
定にとどまらず本県が抱える課題に立ち向かってい
く人材と提案を期待したい」と述べた。また、この
度の協定に際しては校友の斎京県会議員（1990 年
文学部卒）に大変お世話になりました。

河端 信雄氏

はじめまして

横本昌之さん　
吉乃川（株） 経営戦略部 課長
（1998 年　商学部卒）

京都で生まれ育ち、同志社大学卒業
後、上京。17 年ほど広告制作業に携
わっておりました。その頃に日本の文
化、とりわけ江戸の庶民文化に興味を

持ち、今も自分なりに探求しております。東京時代に出会っ
た妻が新潟長岡出身であったことがきっかけで、2015 年長岡
へ移住いたしました。現在は長岡市の酒蔵、吉乃川で広報、
商品開発、ミュージアムの運営等、地酒を通じて長岡や日本
の文化的魅力を発信する業務をしております。

三木 英彰さん　
（株）電通東日本 第 4 ビジネスプロデュース局
（1999 年 文学部卒）

現在、電通東日本の新潟支社で営業
をしております。昨年 2021 年 7 月
に単身赴任で新潟に来ましたが、多
くの先輩方が新潟にいらっしゃると

知って大変心強く思っています。人生初めての新潟ですが、
是非皆様と一緒に新潟を盛り上げていけたらと思っており
ますので皆様のお仲間に入れていただければ幸いです。状
況的に難しい面もありますが皆様と実際にお会いできるこ
とを楽しみにしております。

金盛 正倫さん　
みずほ信託銀行（株）新潟支店 副支店長
（2004 年 経済学部卒）

中高大と 10 年間、同志社にお世話に
なりました。転勤族にも関わらず、こ
のような機会を与えていただき、大変
感謝しております。新潟「同志」、様々

なご縁を大切に、新潟を楽しみ、少しでも貢献できればと
思っております。よろしくお願いいたします。

藤木 美佑さん　
三井住友海上火災保険（株）新潟支店 新潟第一支社
（2020 年 商学部卒）

大学 4 年間同志社にお世話になり、

2020 年春地元新潟へ U ターン就職い

たしました。コロナ禍入社となり、仕

事やプライベートが思うように過ごせ

ず苦しい日々が続きましたが、あっという間に新潟での社会

人生活もこの 4 月から 3 年目となります。大学時代に出来た

大切な友人に会うことを楽しみの１つとして、地元新潟へ少

しでも貢献出来るよう日々精進して参ります！

（収支計算書）　 自 2021 年 4 月 1 日　至 2022 年 3 月 31 日    

（収入の部） 　　　  422,100　

　　会費収入 　　　  147 ,000  校友会 65 名、同窓会 8名

　　活動助成金　     　　 275,100   

（支出の部）　　　　　　　 134,709  

　　会報関連費用　　      103,327  会報印刷費、発送費、打合会場費

　　支払手数料            11,561  会費収入振替手数料

　　同志社フェア準備費用        5,771    

　　その他経費             14,050    

収支差額　　　　      　 287,391    

前期末正味財産　       1,245,806  

当期末正味財産         1,533,197

（財産目録）     2022 年 3 月 31 日現在   

（資産の部）             1,563,197  

預金                   1,563,197  郵便振替口座

（負債の部）                30,000    

預り金                    30,000  会費過入金

（正味財産の部）         1,533,197  

当期末正味財産         1,533,197  

＊令和 4年度総会にて報告予定

単位：円

令和 3年度会計報告
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