


矢頭 良
―

t曹7Sヽ 190ゆ

集上部早土村皆毛(現千坐冶1市皆モ)と誕生 岩EI十に枠住し 岩E小

学校 (4年制)九 幣土小学校 坐津中学校(5年制)で学びつつ 功少の頓

から島振,に期に興味と他さ 字ド1的な菊前を得るため 中 学を,午て中進

し大1慎へ向い 鳥娠Ⅲl工学 語学などの学問を習得します

その後 徴兵検査を機に帰杯し 岩畦村村工だった女の仕下を千伝う

作ら 論文『飛郷原理』を執生しよす そして この頃「もつと早く:1算で=

ないうヽJと考姿した『自仙単盤』をJAえて 明治31年(1901)福同,日新Pl(現1西日本新はH)二卒

のP tr光成の紹介で rf何■に部'として小やに赴任していた森い外を訪ね=十 Ffの『小倉U

記』こま役の末訪が記され 白ちの覧即1品と人コ`〕せ=機 械のTr究を語った位|=熙 外の時症で上

京し市|]理科大学(現i束京大学)とて教学に励みます そして

空中飛船 を夢見て努力十るも 27歳の頃肋快次をはい 開戒

しながらエンジンの試作 策験に没頭しますが30歳の若さでこの

世をよつてしまい=〕

彼の没後 森叫'HI迫 ‖法要の耗起人となり 『ズ巧イi空どの

キを使に,41)ました

ラを撒さました

その仁 "― 航空半性の助教官 l‐袈南消に皮つて「飛

行,クシーJの右板を場 す夕″シーに転手をしました 戦後

サき上 !Jtに 日本婦人対ttt1/1会の理百Ⅲを確任 'J和

41年(1966)には勲六等宝冠革を授与され 晦年に豊前市

本部 シゲノ Ⅲ9o3～ 1980)

集 に郡′(屋町 に町(現!豊前市′(E)i誕 生

3様'iに一家て前FTfの平安南道鎮南frに移にし 両親の魚屋を手伝う

日々の生活でしたが 13他の時に,(城(現|ツウ′レ)こて「アメリカの飛付=

アートスミスの飛イ子会Jこと子され ヵにイテ■になる夢を抱さま, 20依 に

なり横浜市射―航空学校に入学 猛勉強の仁 大「11年(1925)に二年

飛イi機操祉士免状を取付します 続いて昭汗n2年“927)には日本女性1/1

"=千 飛行機操紙十免状を収得 両担に晴れ姿を叱せたいと剌排二都市(鈍南滞 平穀 京成)を

デモ1進行しました そして翌年には散郷ツヽ犀町に帰肌 1000人の問衆に機上から「御f4拶Jのビ

にて過ごしました

新PHT取材の際 好=な人 とヽの質問に対し

自働算盤



藤本 照男 |。。3～ 03〕

実上部) 雪ヽ|十六十J(現【F411市大付)こ超生

日Ⅲl単'中学校5年いけ 航_t)高性れ単多託■に応札 合格 続いて

撒 Fl女違仮柿予lL空隊〔Hl絆を受Ⅲ■した (当時のロホ ニittT i無

(陣 ル何それぞ,Hi航 空rtlほを柿1立していた)

大正1七年 (1924) 2 2依【日本莉i4株 式会社 (米現在のB

本航空とi別の会社)こ八社し 出同～上れ ヽ台湾出のま

,lt行 中を成‐ 飛行士として″)実力をつけます

lH1 2rr十],27)ア メリカのサント′`一クか二!― J― ク～ン`り問車■Jに十確Fに1〒に

Ⅲt力t itttい 日 本においても■に殻に4tる「★平ll憤li飛イiJり`千1両され ド 本も

■Ⅲメン′`一に選ばllます その枚 lF飛行の成功を祈悔し 幕本は大科神社に安全

t取 市いILを告拙し=十 しかし 昭和n年(92n)保 祉 に惟‖だった後卜,吉 の唾

!十■枚死と搭拝機K12丘 師llf「桜号Ⅲ 機体間磯 さらこに“どl・下の中際 半かいっ

=コt行|1両 !中止どなり■十

モして は本は昭和F年2,2,日 大 阪かられ同の名8へ 向かう止中′(幡L空で猛

岐!1こ迎い塔落死去 「終■ チに行への恨 FtJを絶えたよまでした

岩本 益 巨 (。モ'～ OⅢⅢ

楽 卜師岩団 l大手大j町″J(現1些前市大河内)と誕11

楽上中学世+半 F‐ 卜 “予科士付学校に人宇L nl和 13乍に 陛ヽ奇

■培半|え些川分枝 (降jT軌空士官ヤ技に故和,こ進■ 帽¬向,41+業 と

向「iに'所 に任■され 「は,lT飛 行十枝に人枝します

その後 広東の忙行第'tO戦 「|に赳イエし'7和16年に 中ヽ引に】進 同

17年には航法数古を■とすち満川1白状子瞳甲飛行宇校に人字するまで

十日午lL仏 日Jマ レー スマトラ ジ十ワの出蝶に多力に =した そして昭和い年鉢回l_軍んに行半

|(rhl県 |り敦柱 しては任します

ti牛 攻という成さには反対て「は[」せ桜喋(注1)Jを研究 杵進していよヒた

1″和18千 ★,i,進 と旬けに付田舟子(ホ市出身)と結FFlするものの 翌19年フィリピン"IJ航

た1■二記‖され 1上平最初のFF攻ほといわl■る方々1法のFI■に1「じられ=す

ttて “=¬ 0年 11■5日リン`コt行場からマニラ打司令笥へ特攻枝にて現地連市する途中 米車

ににい'岸 '■1段死峡 した

祈願本し



開館時P98

体 館 日

入 館 料

所 在 地

輔辞

企画震「空へ… ヽ飛i椛 に態せられた建前の人々ヽJの開催並びに'―フレッp作 成にあたりましては

蛍重を宮料をご出品いただいた方々をはじめ 固係蒜機働のご指導 御助言 ご協力を賊,ました 記して

ぼく御ネし申し上1,まi

NPO法人撃津小笙原帳今 理事長 "1上義光 理事 光畑浩治  大 書神社

北九州市立文竿鶴  財 働法人日本航空協会航4進 産継森基金孝務局

社会福祉法人 笙勝会 瑞僅全 会長 堀コ質治

新井確幸  大 熊と=  尾 産本雅光(豊前市文1ヒ財保護指導き員長) 栄 療改名  中 四索樹

(50言順 紘林略)

第1回 まいどん企画展             発 行,豊前市散育委員会

■8211501福 岡県豊前市大学吉木955
空へ…

印昂い案上印品」有帳会社
～飛行較に触せられた奎前の人々～

■82S0043福 岡県と前市大字惇井201番1

全期:平成26年10月22日ヽ12月lH         コ 主25年10月22巨

豊前市立埋蔵文化財センター

990～ 1630(入 館は1600ま で)

月曜日(月曜日が祝祭日の場合には翌日)

年末年始(12月28日～1月4日)

網料

〒82300劉   豊赫 ブせ,ツ 屋ヽ17762

To1 0979-82-5287


