
                                                               

                                                   

 平木協夫前会長が５月３１日に急逝され、次期会長に関す 

る同窓会世話人会で、会長として選出され、就任いたしま 

した７期の柴田德思と申します。どうぞよろしくお願いい 

たします。 

 松溪中学校同窓会の活動は、長らく途絶えていましたが、 

５期の矢代捷氏が復活を提唱され、新たに誕生し同窓会活動 

が始まりました。矢代会長の退任に伴い 2019 年 2 月に選出 

された平木会長が同窓会の活動として、 

１）同窓生の皆様への連絡網の拡充を目指し、そのための 

情報発信システムを整備、 

２）多くの同窓生が集まるきっかけとなるような魅力的な 

文化イベントを企画し、「ホームカミングデー」を隔年 

くらいに開催、 

３）手に取って読んでいただく「同窓会報」の編集発行につ 

いて可能性を求めて検討、を掲げておられました。どれ 

も同窓会活動として重要なもので、私も引き続きこれら 

の活動を進めて行きたいと考えています。 

 

在校生の方々に申し上げたいのですが、人と人と 

の繋がりは人生のいろいろなところで大きな役割を 

果たします。同窓会を通じた役割も同様に大切で、 

同窓会の諸先輩と繋がりを持つということは皆様に 

よい経験をもたらすと思います。ぜひ、同窓会へ入 

ることを積極的に考えてください。 

 私は、現在、株式会社千代田テクノルの大洗研究 

所に勤めていて、単身赴任で大洗に住んでいます。 

また、コロナ騒動で都県をまたぐ移動がしにくい状 

況でもあり、世話人の皆様と相談しながら、ゆっく 

りスタートすることをお許しください。 

 当然のことですが、学校側のご協力を賜ってこ 

そ、これら同窓会の取り組みを進めていくことがで 

きます。校長先生、副校長先生をはじめ、ＰＴＡな 

ど母校関係の方々と、コミュニケーションを深めさ 

せていただこうと思います。 松溪中学校同窓会の 

発展のために、微力ではありますが努めてまいりま 

す。先輩の方々、後輩世代の各期の皆様、ご支援ご 

協力と積極的なご参画を、よろしくお願い申し上げ 

ます。 

 

「自己紹介」 昭和 16 年に四ツ谷に生まれ、戦後、小学校１年の１学期に荻窪に移り桃井第二小学校から松溪中学校、荻 

窪高校へ進みました。私は小学校、中学校、高校と何かに打ち込んだ訳でもなく勉強をせずで、ただし研究者になりたい 

と考えていました。研究者になるには勉強は必要だよな、と考えていましたが勉強せずで、当然のように浪人１年してよ 

うやく大学に入り、その後大学院へ進み、大学関係の機関で物理学分野の教員として過ごしました。 

第 11 号、2020 年秋 

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース 

§1 松溪中学校同窓会長就任のご挨拶 

 

 

 ”1957 年松溪中学卒業、1970 年大阪

大学大学院博士課程単位取得退学、現

在、東京大学名誉教授、株式会社千代

田テクノル大洗研究所所長” 
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1967 年（昭和 42 年） 

8 月 2 日 晴れ一時雷雨 

昨夜の雨が山では雪でマッターホルンは薄 

化粧。午後ヘルンリ小屋へと出発準備したと 

ころで 13 時から 14 時半までまた雷雨。やっ 

と収まった所で 14 時 45 分出発。ヘルンリ小 

屋（3,260m）に日本人 9 人で入ったのは 16 時 

40 分。小屋の気圧計では明日も良くない。設 

備の良い小屋だが明日も登れないとみた人の 

話し声がうるさくて眠れない。 

 

8 月 3 日（木）雨晴れ雨 

3 時起き 4 時出発する。小屋からすぐ岩場になる。ヘッドランプを点け 

て岩場が濡れて滑りやすい上にペンキ印があるわけではないのでルート 

が分らずウロウロし無駄に時間が過ぎる。ガイド連れはこんな日には登 

らない。ガイドの職業を奪ってしまうせいか日本の穂高の縦走路のよう 

にあちこちにペンキの無いことを知る。 

本格的な雪になり少し待つがとうとう下山の決定。小屋に引き返すが 

いったん真っ白になった東壁がとても 8 月の真夏とは思えない。日本の 

夏山とは根本的に違うことをいやが上にも実感した。富士山より遙かに 

高いし緯度も高いので当たり前といえば当たり前だ。悪天に他の 5 人は 

後日出直しでシュワルツゼーに引き返す。我がパーティーだけあきらめが 

悪くもう一泊し明日の好天にかける。その後雨になり昼には再び雪が消え 

て東壁半分は黒くなる。 

 

3 食つき 2 日間の滞在で 100 スイスフラン約 1 万円も吹っ飛んだのは痛 

かった。することなくあとは食べて寝るだけ。夜はまた雨で 4 日連続の雨 

の夜だった。下った 5 人の判断は正解だった。連日不安定な雷雨があり、 

登山には不適な日が続いた。 

 

8 月 4 日（金）雪晴れ曇り雨 

賭けは外れた。窓の外は降りしきる雪。8 月というのにこの降雪は

4,000m クラスのアルプスならでは普通の現象のようだ。再度使うであろう

登攀用具は黄色の袋に詰め小屋に保管してもらい、10 時頃になり晴れてき

たのでシュワルゼーに写真をとりながらゆっくりと下る。ベースキャンプ

（BC）に着きすぐ 11 時頃杉下さんと 2 人で食料の買い出しに背負子 

§2 同窓生だより（1） 

秋山奉由 さん（8 期）“世界一周山旅”より、“マッターホルン” 

 

 
 

秋山奉由さん（白シャツ姿） 
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背負って麓のツエルマットに下る。 

ケーブル代節約で歩き。シュワルツゼーホテルの下から歩きで下

る。途中のアルプといわれる牧草地とお花畑は美しかった。また

冬のための干し草の倉庫であろうか高床式の木造建物で、柱には

ネズミ返しの平板の石が挟まっている。尾根も自然の平板石でふ

いてあり実に素晴らしい建物で歩いてこそ見られたのは収穫であ

った。 

1 時間半で汗をかきツエルマットへ到着する。上は冬の様相でも 

下界は夏である。後年日本でもできた COOP というスーパーで   

1 週間分の食料買い入れる。95 フランの買い物は大量で 2 人できて 

良かった。のちはじめてツエルマットの町を見物する。土産物屋で

葉書やワッペン、ハンカチなど小さな土産物を買う。15.5 フラン。 

（$1 は 4.3 フラン、1,000 円は 11 フランが当時の為替レート）。 

 

教会の前で昨年アイガー北壁を日本人初でパートナーの渡辺恒雄 

を無くした劇的な登攀で有名になった、高田光男氏に出会う。今年は 

先月 22 日に長谷川勝とグランドジョラス北壁も登ったことを聞く。 

やせた体のどこに厳しい北壁をのぼるエネルギーが秘めているのか、 

見た目では分らない。氏はこの 4 年後ドイツの登山靴を扱う「タカダ 

貿易」という会社を設立し今に続く。趣味の登山を仕事に結びつけた 

有能な実業家であった。 

高級レストランで 15 フランもの贅沢な夕食をして、いざケーブル 

で戻ろうと 19 時半、駅に行ったら、なんととっくに 18 時最終で終わって 

いた。結局駅の狭いベンチで落ちないかひやひやしながらビバークとなる。 

 

8 月 5 日（土）霧雨 

駅にとまりながらもさらに朝一番のケーブルを逃し 7 時 20 分の 2 番 

ケーブルで BC 戻る。終日霧雨で杉下さんが以後病みつきになる 7 並 

12 回に 51 を 50 回もやる！ この地で実に勿体ない時間の浪費である 

が、悪天には勝てない。じっと我慢の時だ。昼頃高田光政氏がテントに 

訪ねて来た。同じクライマーの有名人岐阜登高会の青木氏を訪ねたので 

あろう。 

 

8 月 6 日（日）曇りのち快晴 

今日も相変わらずの霧の中。しかし昼頃から急に回復しついに最高の 

天気になる。今ちゃんがホテルのバイトで椅子とテーブルを片付けなく 

てはと言っていたので少し手伝う。ご褒美にたった 4 フランで腹一杯 

おいしい夕食にありつく。夕方はモンテローザがバラ色に染まり暮れゆく 

様を眺める。これでやっと明日は再度マッターホルン挑戦だ。ここベース 

キャンプ（BC）からヘルンリ小屋は泊まらず一気のアタック。 
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この旅のハイライトともなる今日を迎えるのに、なんとこの旅が 

終わったら、とすでに今後の事を色々考えていたら眠れないまま起 

床の午前 0 時になってしまう。 

まだ深夜の 1 時 20 分出発。北斗七星がシュワルツゼーの池に映 

り、大きな流れ星がダンブランシェの方に流れた。ヘルンリ小屋 3 

時着き、湯を貰いミルクを飲み 2 度目の食事とデポしてあった荷の 

パッキングで同 50 分出発。ピッケルは置いていく。 

一昨日までの降雪でルートは平常時より相当困難になっており 

ソルベイ小屋（4,003m）下には 6 時 45 分到着。3 時間できたので 

ここまではまずまずのペースであった。現在ガイド登山で 3 時間以 

上かかるとここで返されるということだ。ここで 1 時間の休憩をと 

る。イタリア人が日焼け止めべったりの気持ちの悪い顔でいた。 

小屋裏の崖上に飛び出た便所から北壁を見下せば 

クーロアールがこちこちに固まっており冬壁のごと 

く見えた。先月日本人パーティーが 3 隊も連続で登 

ったというのが信じがたい程だ。最近の悪天候続き 

で壁の状態が 7 月より悪くなったのだろう。頂上も 

間近に見えて不要と思われるものを小屋に残し出発。 

ガイド連れはルートの雪の状態を見て時間オーバー 

で皆下ってしまい、登り続けるのはガイドレス 4 隊 

のみとなる。4 人で 40m ザイル 1 本のハンデで最後 

になってしまう。垂直の核心部には太い綱がありそ 

れを頼りに登るのだが、そこで力を使い果たしずい 

ぶんと遅れてしまう。フィックスロープが終わると 

いよいよ頂上に続く45度以上の雪稜を上り詰めると 

頂稜。14 時 50 分、遅れに遅れたがマッターホルン頂 

上到着。この特の心境は、登れて良かった、というよ 

り安全に下れるか、という心配の方が大きかった。南 

壁側を見下ろすと 1,000m 以上も垂直に切れ落ちて 

いる。ここでオレンジを食べる。隊長だけ余裕でイタ 

リア側頂上のある十字架まで往復する。十字架を触 

ってこなかった後悔が今に残る。夕暮れが迫り 40 分 

休み、下山にかかる。 

102 年前、ウインパーらの初登頂の時の下山時の自

己も思い浮かべ慎重に懸垂しながら下る。美しい落

日をダンブランシエの彼方に見ても愛でている余裕

はない。4 人でザイル 1 本なので小刻みの懸垂で大幅

に遅れる。一時たりとも気の休まらない急な岩稜の

連続であり、やっと暗くなった 21 時最後の懸垂を終

えてソルベイ避難小屋にまさに避難する。ここでも

靴下が濡れて脱いでビバークサックに体を入れただ

けなので寒くて疲れていたのにロクに眠れない一夜

だった。

8 月 8 日（火）晴のち曇 

やっと好天が続き朝から続々と登ってきた中に富 

士宮の 3 人と今ちゃんも登ってきた。遅い 9 時 45 出 

発。避難小屋直下は懸垂で下ったと思うが記憶が無 

い。その後の懸垂はあと 1 箇所だけだった。登る時 

は東壁の傾斜がきつく思えたが、帰りは高度になれ 

たせいかラクに下降を続けられた。やっと完全に緊 

張から解放されたヘルンリ小屋に 12 時半に着く。観 

光客に聞かれ「頂上へ行ってきた」と言うだけで日光 

浴しているご婦人老人らが拍手で迎えてくれる。ガ 

イド連れは全部下ってしまう程の悪条件があったと 

はいえ、通常は日帰りの行程を日帰り出来なかった 

自分は恥ずかしかった。小屋でスープとパンの昼食 

をしていたら、ソルベイ避難小屋管理人から 4 人分 

40 フランの小屋代を請求される。1 時間休んでから 

出発。シュワルゼーの BC に 14 時 45 分戻る。日向 

ぼっこでくつろいでいたら、三菱商事社員のクウェ 

ート駐在一家 5 人が尋ねて来るが優雅な夏休みをと 

れるエリート社員です。夕食にはビール、ワイン、コ 

ーラと杉下シェフとびきりの料理で登頂祝いをする。 

20 時過ぎ日帰り富士宮隊も戻ってきた。 

8 月 7 日（月）快晴 マッターホルン登頂・4,487m 

4/9 



 

 

“八十五歳”              平成 15(2003)年 10 月 24 日 

（１） 

 

10 月 23 日夜のニュース「中曽根元総理の議員引退拒否会 

見」を見て、八十五歳という年をどうとらえるか考えた。 

  

実はほんの数日前いつもの呑み屋から「Ｉさんがお連れ 

と来ているから寄ってくれ」と云ってきたのだが、そのＩ 

さんが八十五歳で、つれというのはもちろん本妻ではない。 

既に出来上がったＩさんだったが、上機嫌で杯を酌み交わ 

して一時間ばかり経ったころ突然怒り出したのである。理由 

は連れのＡさんが「森さんに注いであげなさいよ」と言った 

一声で「バカ」「お前が注ぐんだ」となり、あとはエスカレ 

ートするばかり。とてもそのお年とは思えぬ怒りの収まり場 

所も見つけえずその日はお帰りになった。 

     中曽根元総理の怒りも、政治上の主義主張を貫きたいと 

    いう会見の言葉にはなく、若造（小泉）が失礼な応対をし 

    たという事にあるのではないかと想い至ったのである。 

    年を取れば角も取れ、好々爺になるのではないかとおぼろげ 

に感じていたが、実際にはそんなことは無く、若いころから 

活動的というか攻撃的な性格は生涯そのままで、時として怒 

りという表現で表に出てくるのだと、脳の働きに関する本に 

出ていたが、それは本当の事なのだと肝に銘じたのだった。 

呑み屋の一件以来しばらく酒を口にできなかった。「バカ」 

の幻影に悩まされているのだ。Ｉさんは八九歳で逝った。 

 

（２） 

山口瞳「男性自身」の中に『歳を取ると頑固者になる 

というのが通例だが、そうではない一面もあるよう 

だ。私はだんだん腹が立たないようになった。立腹と 

いう点では二十代の方が激しかった。これは、私の様 

なものでも、少しは人間が見えてくるということが 

あるからだと思う』という一節がある。はて、歳を取 

れば「少しは人間が見えてくるのであろうか」。「腹が 

たつ」ということは、「それが嫌い」と言うつもりが 

陰に籠り「怒声になる」ということではなかろうか。 

人間が見えるという事は、嫌いなものが見えるとい 

うことではなかろうか。 

§3 同窓生だより（2） 

森 義信 さん（8 期）随筆集“つくづく亭日常”より 
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昭和 30 年 1 年 C 組女子、関口勲先生と 

2010 年 
現在 

 

私の嫌いなものといえば、 

 〇公共心のない人 

 〇謝らない人 

 〇法の解釈を勝手に曲げる政治や 

 〇地位を利用して金の亡者になる経営者 

まだ書ききれないが、歳をとる毎に数が増えていく。 

そうすると長生きするほど怒りは増すことになる。怒り 

を減らすには「達観」しかない。そんなことは出来そうに 

ない。 

「バカッ」いつか言ってしまいそうな自分が怖い。  

因みに山口瞳の一番嫌いなものは「日本人」であった。 

『日本人が大嫌いだ。これにトドメをさす。さあ、 

何と言ったらいいか、全般に理想がないのが嫌だ。・・・個人の尊厳といったものがない。・・・』 

でもこれは逆に取った方が正解でしょう。彼はあまのじゃくだった。 

 

松溪が現在地を居としたのは昭和 24 年（1949 年）、6 

月 10 日です。その創立期に運動場東端に植樹され今は大 

樹となり松溪見つめるプラタナスがあります。  

8 期秋山奉由さんより証拠写真を頂戴しました。8 期 

（昭和 30 年入学、33 年卒業）1 年 C 組女子と担任の関口 

勲先生との集合写真。未だ幼木です。 

 

以来 70 数年、集散した 1 万数千人の松溪生を見守り 

樹高は 10 メートルを越えました。校舎は敷地内を何度も 

東西南北へ移動、校庭も何度か掘削されましたが、東端 

ぎりぎりの位置が幸いし生き残りました。 

今は杉並区保護樹林。いつまでも安寧を祈りたい。 

 

関口勲先生はご健在、2016 年同窓会復活行事、2018 年 70 周年 

記念行事に参加いただいています。 

 

 

 

§4 松溪中の御守り、プラタナス大樹 
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12 期生の方から、1961 年春発行生徒会会誌“まつぼっくり” 第 2 号と 1962 

年発行第 3 号、を提供いただきました。ご厚意に感謝します。 

創刊は 1960 年春、（第 10 期生の卒業年）と思はれますが、休止時期は不明 

です。生徒会自主編纂で担当者は苦労をしたようです。内容は盛りだくさん、 

多感な少年の活力が一杯です。第 2 号より一端をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

 

 

 

 

 

 

 

1961 年 3 月発行“まつぼっくり” 第 2 号 56/57 ページ 

3 の 2 組 NH さん（女性）作詩 

 

「試験」 

試験よ、お前はいやな奴だね 

いつもいつも私の回りにとりついて 

はなしてくれないのだね。 

お前は一生私からはなれないつもりなの。 

でもいいよ、今こそお前に勝ったのだから 

お前は入学試験という新しい手段で私をいじめた。 

でも私はお前に勝ったのだ。 

そして今こそあの青いそら一杯に響く 

高らかな笑いが私の全部を支配するのだ。 

 

でもこれからもお前は私にとりつくだろう。 

でも私はもう負けない。 

絶対に負けはしない。 

§5 松溪生徒会会誌、 “まつぼっくり”  
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試験、お前は面白いね。 

人に苦しみをもって来るかと思うと 

結果によっては人々をこの上もなく幸福にするのだから。 

私はいつまでもお前に囚われてはいないよ。 

これから出て行く我々の世の中には 

お前よりももっといやなやつがいるのだ。 

私はそれ等の一番簡単なお前をやっとやっつけたにすぎないのだ。 

お前達が幾百千とおしかけて 

私をやっつけようと思っても、網だめだ。 

私はお前を一度やっつけてしまったのだから 

もう私は遠くなるばかりだ。 

 

私の胸の中にわいて来る強い意志と勇気に打ち勝つものは世界に一つもないのだよ。 

お前は私をあきらめて私の後輩達の所へ行くだろう。 

でもお前は負けてしまうに違いない。 

なぜなら私の後輩は私よりもっと手ごわいだろうからね。 

試験 お前はいついつの世の中まで生きる事だろう。 

でも私はいつかそれを全部退治してしまいたい。 

我々を一時でも苦しませ悲しませるものを私は退治したい。 

それには私の力ではかなわないかもしれないね。 

だからせめてお前を負かす事だけが私の復讐なのだ。 

 

私は思う。試験は苦しいものだ。 

しかしそれに打ち勝つことこそ 

世の中の苦しいことに打ち勝つことこそ 

我々を幸福への道へ導くかぎだろう。 

苦労なくしてどうして幸福が求められようか。 

そして苦しみをなめた後では、 

おおいに楽しみかつ又苦しみの為の準備をしよう。 

そしてこの世の中の幸福のために 

人類のためにたくわえた力を 

おおいに使うのだ。 

そして勝利の時 

我々の勝鬨は世界にこだまし 

世界の平和のいばらの道を開くのだ。 

 

生徒会誌“まつぼっくり”の 4 号以降の存在、消息などご存知の方はお知らせいただければ幸いです。 
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”同窓会ニュース（春秋年 2 回）“、”松溪だより（隔月）”を、電子メールで定期配信しています。 

ご希望の方どなたへも直接配信しますので、下記同窓会メールアドレスにお名前、卒業年度とメール 

アドレスをご連絡下さい。同窓会ニュースは同窓会 HP ”http//www.showkeidousoukai.org” でもご覧 

になれます。 

同窓会メール taikiaratani@yahoo.com 又はミニ世話人会 kenricola@nifty.com （9 期小林） 

杉並区立松溪中学校同窓会 

 

 

 

 

 

現在、杉並区立小中学校各校は各教育年度初頭に“学校 

要覧” をホームページで公開し、だれでも当年度の各校 

学校概要を知ることができます。松溪も 9 月にホームペ 

ージで 2020 年度版を掲載しています。 

この学校要覧（昔は教育要覧と称した）は、昭和 30 年 

ど分から、教育委員会が全校分を年度毎の 1 冊子にまと 

め、杉並区立図書館・杉並区済美教育センターで展示閲 

覧できることをしりました。 

世話人会は、松溪要覧情報をできれば創立まで遡り収 

集、編集し保持したいと考えます。 

 

当面、昭和 30 年度（6 期生の 3 年生進級の年）より昭 

和 50 年までの収集作業を開始し、逐一ホームページ 

（“松溪の昔”のタグ）に掲載する計画です。そこに、 

年度毎に当年 3 年生の卒業アルバム等から取得した写 

真、例えば校長先生のポートレイト、校舎、校庭、教職 

員/3 年生担任の先生の写真などをのせ、その年次同窓生 

の映像の記録にしたいと考えています。 

 

 

 

 

 

  

§6 世話人会より 

松溪中学校要覧、卒業記念のアルバム写真の収集と保存 
 

松溪最古の学校要覧・昭和 30 年度版 
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