第 12 号、2021 年春

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース
§1 松溪中学校第 20 代校長、辻

成一郎

先生

昨年９月１日、松渓中学校校長として着任しまし
た「辻

成一郎（つじ

せいいちろう）」と申しま

す。中野区立中野東中学校から新たに昇任して参り
ました。昭和６０年に教員になってから６年間を高
南中学校でお世話になり、千代田区で４年、中野区
で２５年勤めた後、また、杉並区に戻って来ること
となりました。久しぶりの杉並区勤務で、区内の情
勢や松渓中学校についても、未知の部分は多くあり
ましたが、いろいろな方々のお力を借りつつ、その
任を果たそうと努力しております。

赴任して、地域を訪問させていただきました。短

中、生徒も教職員も、「教育を止めない」「何ができ

い時間の中では、学校運営協議会の方のお宅や連携

るかを考える」を合言葉に活動に取り組んでおりま

の小学校、児童館等程度しか回れませんでしたが、

す。卒業式では、自分たちが事前録音した「旅立ち

その途中、「松溪橋」を渡りました。かつては、こ

の日に」の歌声をＢＧＭに写し出される校舎と桜吹

の一帯が「松山」と呼ばれる松の美しい子供たちの

雪のプロジェクションマッピングに自分たちの名が

遊び場であったこと、この橋から校名がついたこと

流れるのを見て涙する多くの生徒や保護者を見て、

を、校長室にある「松溪ニュース」や「創立記念

本当にできることを頑張ってきてよかったという思

誌」から知りました。

いがこみ上げてきました。

以来、松渓中学校は、開校７３年目を迎えまし

入学式では、133 名の新入生を前に、渋沢栄一の

た。地域の方々の絶大なご支援の下、保護者、生

話を例に、「教育目標を大切にし、知ろうとするこ

徒、教職員が一体となって教育活動を行ってきた、

とを忘れず、好きになって、楽しく学ぶこと」を式

輝かしい歴史をもち、平成２２年完成の「環境と共

辞で述べました。

生する」という思想に基づいて作られた素晴らしい

輝かしい歴史と伝統を汚すことの無いように、保

校舎を備えた学校です。

護者や地域の皆様の温かいご支援を賜りながら、生

その学校への異動は大変光栄なことであり、責任

徒が通って良かった、保護者が通わせて良かった、

の重さを日々実感する次第です。今は、かつての

先生方がここで働けて良かった、地域にこの学校が

「松山」の面影は遠くなりましたが、迎えてくださ

あって良かったと、思える学校にしていきたいと考

った皆様の温かさは、多分昔と変わらないと、学校

えています。

を訪れる方々や生徒たちの授業や部活動の様子を見

是非、お力をお貸しください。よろしくお願いい

るにつけ感じています。

たします。

新型コロナウィルスの蔓延する中で、制約の多い
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§2 松溪中学校第 4 代校長、松田

伊勢次

先生

ご在任期間、昭和 36 年 4 月～昭和 39 年 3 月、第 12 期生（昭和 37 年卒）から第 14 期生（昭和 39 年卒）
が卒業しました。"まつぼっくり 3 号、昭和 37 年 3 月発行" 寄稿文です。

“公共心を高めよう”
科学の進歩は実にめざましい。原子力から人工衛星、人間衛星と
その止まることのない進歩は恐ろしいほどです。ところが人間の道
とか道徳や宗教等の精神科学になるとその進歩や普及が科学の進歩
にくらべて、とても遅れています。人間が進歩させる科学に人間が
ふりまわされている感じです。原子爆弾の相談がいつまでもまとま
らず地球の空気をよごしています。それでも、どんな国とも平和共
存ができるという国があるかと思えば、いや戦争は避けられないと
いう国もあり、世界の不安はいつまでも消えません。
しかし私はいつかはこの不安は消えると思います。人間の知識に
かけて、再び原水爆を使う戦争をくりかえすようなバカなまねはし
ないと思います。平和はいつの日にか必ず訪れます。私たちはいた
ずらに不安におびやかされ、足もとも見ずにふらふらすることなく
一日も早く平和な世界を基づくために努力しなければなりません。

社会不安はともすると利己主義を招きやすい。ま

な仲間同志なら友情というものが中心かもしれませ

して日本人は戦後に起こった民主主義をいまだには

んが、クラスや生徒会となると、お互いの利益を増

きちがえ自分勝手をやりかねない。戦前から日本人

すために公共心というものがなくてはなりません。

の欠点として公共心にとぼしいとか、社会的な関心

学校の道具はこわす、クラブで使った物の後片づけ

がうすいといわれていたものです。戦後は社会的な

が乱暴だ・・・ということではお互いに次に使う者

関心は異常なくらい高まったけれど、真の民主的な

には迷惑です。公共心を高めるということは、松溪

社会を築こうとする誠実さはまだまだ足りません。

の生徒ばかりでなく、今の日本人に最も大事なこと

自分に都合のよい言動が多すぎると思います。

と思う次第です。

生徒会活動又は学校生活についても同じ事が言え
ます。自分勝手な言動では、決してりっぱな結果は
生まれません。大人の世界が落ちつかぬため、その
影響が少年少女の世界に及ぶということもあります
が、これからの世の中は若い君たちが築くのですか
ら、手近な学校・生徒会・クラス・クラブというよ
うな所から、りっぱな仲間づくりをやっていただき
たいものです。社会性はそこから生まれます。小さ

2021 年度入学式
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新入生 133 名

§3

同窓生だより（1）

堀尾眞紀子さん（9 期、旧姓金子さん）
堀尾眞紀子さんは大学で教鞭をとる一方、生活の中の色彩・染織文化と社
会背景の研究、国内外の造形作家、特に女性画家の研究、さらには万葉時代
の生活文化と、いまも精力的に活動されています。
多くの著書の中から、青少年へむけた『女性画家 10 の叫び』
（岩波ジュニ
ア新書、2013 年初版）の巻頭言、“はじめに”、を引用させていただき、堀尾
さんの横顔の一部をご紹介します。なお本稿は同窓会ウェブサイト“同窓生
だより”の堀尾眞紀子さん紹介の一部です。記事全体は以下の URL よりご
覧になれます。
https://www.showkeidousoukai.org/cont3/58.html

堀尾眞紀子さんプロフィール
東京芸術大学美術学部卒業、同大学院修士課程修了、フランス国立パリ美
術工芸大学留学。文化学園大学教授・造形学部長を経て、現在、同大学名誉
教授。奈良県立万葉文化館建設委員・運営委員・評議員等を歴任。NHK
「日曜美術館」第３代司会者。著書に、
「画家たちの原風景～日曜美術館か
ら」
（NHK 出版、第 35 回日本エッセイストクラブ賞受賞）、
「鏡の中の女た
ち～女性画家の自画像」文化出版局）、「絵筆は語る～自分色を生きた女た
ち」（清流出版）、「フリーダ・カーロ～引き裂かれた自画像」（中央公論社
中公文庫）
「フリーダ・カーロとデイエゴ・リベラ」
（ランダムハウス講談社）、

みなさんは絵をかくことが好きですか。画集を開い

どもの頃から絵を描くのが好きで、身近にある絵本

たり、展覧会に足を運ぶことはあるでしょうか。数学

や、今から思えばカラーページの少ない粗末な画集

や英語を勉強するのは将来役に立ちそうだから必要

を繰り返しながめていたのですが、高校生になって

だけど、絵はそんなに大事じゃないから・・・と考え

初めて、上野の美術館で本物の絵を見ました。十九世

ている人もあるいはいるかも知れませんね。

紀ヨーロッパのアングル、ドラクロアやマネ・・・見

絵や彫刻、つまりアートとはわたしたちにとっ

事な肖像画や風景画の前で、わたしは息をのんで立

て何なのでしょうか。わたしたちの暮らしや生き方

ちつくしました。眩しい光を放つそれらの作品はわ

にどんな意味をもっているのでしょう。すぐには答

たしに、「西洋の文化」という異質の世界への目を、

えられないとても大きなテーマですね。絵が大好き

大きく開かせてくれるものとなりました。その感動

で、美術大学で学んだわたしにも、はっきりとした答

がきっかけとなって、フランスやスペインの美術館

えが見つかりません。でも一つだけ言えることがあ

からの名画展が開催されると、わたしはワクワクし

ります。アートはわたしたちにとって未知の世界を

て見に出かけるようになりました。

次々と切りひらいてくれるものでした。わたしは子
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そんなある日、東京国立近代美術館で見た「現代アメリカ絵画展」は、そ
れまでのわたしの美術に対する概念をうちくだくものでした。“高尚なる”
美術館の壁に、キャンベルスープの缶詰がずらりと並んだ絵、コマ漫画の
巨大な拡大図などがあっけらかんと展示されていたのです。それらアメリ
カの作家たち、アンデイ・ウオーホルやロイ・リキテンスタインらの主張
は、広告や印刷メデイアを抜きにして今日の文化も芸術も語りえない、今
日では都市空間そのものが美術であるという、つまり現実の日常生活の視
点から、新しい感性を切り開こうとするものだったのです。
このことは、それまでのわたしのヨーロッパ的美意識への信仰をひっく
り返す、目の覚めるような体験でした。芸術作品とは、世の中のありようを
認識する一つの手がかりであることを、このとき知ったのです。
つまりアートにはわたしたちの日常を新鮮なもの

いたはずです。

に変える力、変えうる何かを喚起する力があること

長い歴史をたどると、女性の芸術家が圧倒的に少

を思い知りました。絵と出会うことが、新しい自分の

ないことに驚かされますが、それは時代の状況が彼

発見につながるような面白さを抱くようになってい

女らの生まれもった才能を開花させることを拒んだ

た頃のことです。メキシコシテイの近代美術館でわ

としか思えません。しかし自分の裡(うち)に突き上げ

たしは一つの自画像が発する強烈な視線に出会って、

る欲求を、それを押しつぶそうとする時代の状況に

自分を曝されるようなとまどいを覚えました。その

もめげず花開かせた女性たちがいます。彼女たちは、

感覚はどこからくるのか、わたしは落ち着かないま

すこしずつあるべき自分に近づこうと努力しました。

まに、その画家、フリ－ダ・カーの足跡をメキシコに

自分らしくありたいと、悩みもがいたのです。その葛

追いました。そして三年の歳月を費やして自分が追

藤こそが彼女たちの絵に、深い輝きをもたらしてい

い求めたものは、実は自分自身であることに気がつ

るのだと思います。

きました。メキシコ革命の激動の時代、正直に自分を

わたしが惹(ひ)かれるそんな女性画家たちのなかか

貫くことにもがき傷ついたその葛藤を、わたしは彼

ら、本書では 10 人を取り上げました。10 人すべてに

女の自画像から感じたのでしょう。フリーダの生き

いえることは、自分の胸の内の違和感を様々な体験

た軌跡をたどることを通して、わたしは、自分の生き

を通して克服し、その道のりの果てに、個人を超えた

方を問いつづけていたのだと思います。

大いなる命とおおらかに一つになっていることです。

この経験を通して、わたしは自画像、とりわけ女

その道のりは成熟への歩みともいえましょう。彼女

性の自画像に興味をもつようになりました。なぜ女

たちの生涯をたどっていると、大人になるとはどう

性なのかはその当時は自覚がありませんでしたが、

いうことか、のヒントが見えてきます。つまり自分

今はわかります。わたしが興味をもった十九世紀か

貫こうとして現実という大きな壁にぶつかり、その

ら二十世紀にかけての女性画家たちの作品には、共

苦しさをなんとか乗り越えるなかで人の痛みを理解

通してある種の勁(つよ)さがあるからです。それは彼

しやがては人と共に生きることが自分の歓びになっ

女たちが生きた時代が育んだ強靱(きょうじん)さ、と

ていく・・そんなプロセスです。たくさんの人と出会

いえるかも知れません。

い、様々な体験を重ねて想像力を豊かにすることこ

今は一人ひとりの個性が尊重され男女で差別され

そ成熟への道のりであり、心が自由に解き放たれる

ることも少なくなっています。しかしほんの少し時

歓びを深めるという、生きる上でとても大切なこと

代を遡(さかのぼ)ると、国家のために、あるいは家父

を、彼女たちは教えてくれているように思えてなり

長制のもとに、個人が犠牲になり、女性が虐げられて

ません。そんな女性画家 10 人を、その作品と生き方

いた時期が長く続きました。そんな時代にも、世間が

を通して、紹介したいと思います。

求める女性像に満足しない、自立心ある女性は当然
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堀尾眞紀子さんが紹介する 10 人の女性画家。
Ⅰ いのち燃ゆ・・・三岸節子
Ⅱ 凜として晴れ晴れと・・・小倉遊亀
Ⅲ アイデンティティへの道のり・・・フリーダ・カーロ
Ⅳ 心の奥への階段・・・レオデイオス・バロ
Ⅴ 大いなる命へ・・・ニキ・ド・サンファル
Ⅵ 心の声を聴く・・・ケーテ・コルヴィッツ
Ⅶ 鬼と遊ぶ・・・桂ゆき
Ⅷ 心の底の大切なもの・・・いわさきちひろ
Ⅸ パステルカラーの憂愁・・・マリー・ローランサン

SorariumCCBYND2.0

Ⅹ 歩み続ける開拓者・・・メアリ・カサット

§3

同窓生だより（2）

鈴木

良雄さん（11 期）
鈴木良雄さんはご自身のウェブサイトで NY 修行時代の思い出を全編
17 話に語っております。ここにその一部をご紹介します。以下の URL
で全編をご覧になれます。
https://chin-suzuki.com/memoryofnyc/
鈴木良雄さんプロフィール
1946 年長野県木曽福島生まれ。音楽家の両親と“鈴木メソッド”創始者の
伯父鈴木鎮一の下、幼少の頃からバイオリン・ピアノに親しむ。早稲田
大学文学部卒。早大モダンジャズ研究会ではピアノを担当。卒業後渡辺
貞夫に師事。彼のバンドへの誘いもあってベースに転向。
1969 年～73 年の間、渡辺貞夫、菊池雅章のグループで活躍。73 年渡米
し、74 年スタン・ゲッツ・グループ 75 年～76 年アート・ブレイキー＆
ジャズ・メッセンジャーズのレギュラーベーシストとして活躍。
1985 年帰国後、自己のグループ MATSURI、93 年に EAST BOUNCE を
結成。
2002 年新グループ BASS TALK を結成、2008 年には集大成全国 65 ヶ所
に及ぶ「Love Letter」プロモーションツアーを行う。
2008 年若者たちとのバンド GENERATION GAP を結成。
2015 年ファーストアルバム「Generation Gap」をリリース。
2016 年竹書房より「人生が変わる 55 のジャズ入門」を出版。
2019 年 6 年ぶりの BASS TALK の新譜「Beyond the Forest」リリース。
‘チンさん’のニックネームでミュージシャン・ファンから親しまれる日本
ジャズ界のリーダーです。
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(第 1 話) ニューヨークへ移住
今回から近況報告の合間を縫って、ＮＹ時代の事
をいろいろ思い出しながら綴っていきたいと思いま
す。
僕がＮＹを始めて訪れたのは 1970 年、渡辺貞夫
カルテットで外国旅行をした時の事でした。この時
は増尾好秋とつのだ☆ひろが一緒で、ユーゴスラビ
ア、 モンとルージャズフェスティバル、ニューポー
トジャズフェスティバル等に出演する為に行った時
でした。とにかく初めての外国旅行、大興奮で舞い
上がっていた旅でしたがＮＹはやはりＪＡＺＺのメ
ッカ、特別の思いがありました。
泊まったのは４２丁目にあった Hotel Holland、
経費節約の為２人部屋で隣の部屋とドア続きみたい
な今から思うとかなりファンキーなホテルでした。
そこに日本で、ＮＹに行ったら電話するといいよ
と言われていたベースの中村照夫さんに電話したら
わざわざ会いに来てくれました。当時はまだ日本人
は本当に少なくて、よくＮＹで１人で頑張って生き
てるなと敬意を感じたのを覚えています。ちなみに
秋吉敏子さんが渡米したのは 1956 年、僕が 10 歳の
時でしたからこのお二方が当時の外国でご苦労なさ
ったのは想像を絶すると思われます。
それから何回かＮＹを訪れ、時には１ヶ月位滞在

そしてその時ドラムのアル・フォスターがその日の

したりして本格的にＮＹに移り住んだのは 1973 年

歌手の彼女に会いに来ていて目がハートマークにな

10 月でした。この頃増尾好秋、直居隆雄は既に居

ったままステージに上がってきて一緒に演奏したの

て、プーさん、川崎燎も僕と同時期にＮＹに移住す

を覚えています。演奏が終わってアルバートが今ス

るという今の大リーガーみたいに日本人ミュージシ

タンのところのベース（多分ジョージ・ムラツ）が

ャンの大量ＮＹ進出の始まりの頃でした。

都合で出来なくなってスタンがベースを探している

ＮＹに住み出してからすぐに中村照夫さんを通し

からオーディションを受けてみないかと誘われまし

て知り合ったミュージシャンとセッションを重ねる

た。次の週オーディションを受けに行きアルバート

ようになり、まだ 20 代前半だった Bob Berg と、そ

が推薦してくれていたのかほとんどオーディション

の頃治安が悪く今思うと恐ろしくなる南ブロンクス

というよりリハーサルみたいですぐにＯＫが出、さ

で夜中に 12 時頃から朝５時頃までドラムとトリオ

らにオリジナルはないか聞かれたので一曲提供しま

でやるギグなんてのをやっていました。

したがそれは採用はされなかったみたいです。
この事がきっかけで米国での本格的な活動が始ま

ある時、いつも一緒にセッションを演っていたド
ラマーがブルックリンで仕事を取ってきたので行っ

りました。まだＮＹに渡って３ヶ月目くらいの事だ

てみたらピアノがアルバート・デイリーでその頃彼

ったと思います。次回はスタンとの西海岸ツアーの

はスタン・ゲッツのところのピアニストでした。

事を思い出しながら綴ってみようと思います。
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(第 4 話)アート・ブレーキーとの出会い
NY でもグリニッジヴィレッジという所はちょっと

ヴィレッジのブリーカー・ストリート（クリストフ

独特の雰囲気で、ヴィレッジって言うくらいでのん

ァー･ストリートにも近い）にある｢ブーマーズ｣と

びりしたほとんどビジネスやオフィスとかそういう

いう所にアル･フォスターがリーダーでサックスが

匂いのしない所でした。

ボブ・バーグ、確かピアノはシダー・ウォルトンだ

特にウェストヴィレッジはとても良い所でアーテ

ったと思うけど、出演していた時でした。アート・

ィスティックな雰囲気のアメリカ文化の良いところ

ブレイキーがふらっとマネージャーと一緒に遊びに

が集約されたようなところでした。街を歩いている

来たんです。

だけで自分の気持ちが高揚し周りにジャズクラブも

アル･フォスターは敬意を表してステージからアー

沢山あってのんびりと、でも充実した日々を過ごし

トを紹介しドラムをたたいてくれるよう促し、アー

ていました。

トがステージに上がってきました。僕はアートに会
うのはその時初めてで、２,3 曲一緒に演奏した後休

とにかくその頃一番感じたのは日本と違って時間
の経過がゆっくりしているという事、レストランに

み時間に挨拶に行ったら ｢Give me your phone

入っても注文を取りに来るのが日本の３倍くらい遅

number!｣と言われたので渡し、２,3 日したらマネー

い、でも誰もイライラすることもなく文句も言うこ

ジャーから電話があって来週ツアーに行くから(確

ともなく別にゆっくり食べればいいじゃない、とい

かシカゴだったと思う)大丈夫かと聞かれたのでも

う感じで待っている。この感じは東京には絶対無か

ちろん OK と答えました。この時から、僕に最も大

ったものです。それは特に NY でもヴィレッジだっ

きな影響を与えた偉大なミュージシャン｢アート・

たからという事があるかもしれないけど…..

ブレイキー｣との長い音楽の旅が始まったのです。

驚いたのは道端でかっこいい男同士が抱き合った
り手を繋いでたりするのを見た時で後にそこが有名
なゲイ達が集まるクリストファー

ストリートだっ

て分かったんだけど日本にはない新しい文化にも触
れました。
その頃 1974 年はまだ日本レストランも NY 中で
3,４軒という時代で日本の車もほとんど走ってなく
て、たまにニッサン、ダットサンを見ると妙に嬉し
くなったりしました。僕の住んでいたウェストヴィ
レッジには日本レストランがなく、ただ日本食や日
本のグッズを少し売っている店があっただけで、日
本食を食べに行く時はクロスタウン･バスに乗って
12 丁目セカンドアベニューにあるミエレストランに
行くのが唯一の楽しみでした。後にそこのウェイト

(第 5 話)アート･ブレイキーとの日本ツアー

レスの人が引っ越すという事で僕はミエレストラン

アートは本当に良く仕事をする人でした。

の真上の部屋に住むことになるんですが、そこのチ

ほとんど一年中休みなしで、ツアーから NY に帰っ

ラシ寿司が大好物でジャズ好きのマスターが特別

てくると一週間ジャズクラブに出演して又次の週か

に、もうご飯が全く見えなくなるくらいネタを山盛

らツアーに出るという具合でアメリカ国内でよく行

りに乗っけてくれました。

った都市はシカゴ、デトロイト、クリーブランド、

その頃、サックスのボブ･バーグ、ジョージョー

ロスアンジェルス、サンフランシスコ、フィラデル

ンズ・Jr. とよくセッションをやっていたんですが

フィア、ボルチモア、ワシントン、ボストンってい
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う感じですかね….。あと国外ではロンドンにあるロ
ニースコットクラブも 2 回くらい行っていると思い
ます。その時のメンバーはフロントにビル･ハード
マン(tp)、デイヴィッド・シュニター(sax)、ピアノ
は時々変わりましたがロニー・マシューズ、ウォル
ター・デイヴィス・ジュニアが多かったと思いま
す。アート・ブレイキー＆ジャズメッセンジャーズ
に入って一年もしない内に日本ツアーもやりまし
た。東京では郵便貯金ホール（この時渡辺貞夫さん
が聞きに来てくれすごく嬉しかったです。）、関西、
九州と回りました。
実はこの時、プロモーターがメンバーに日本人が
入っているのは困るといってきたんですよね…..。
理由はやはりアメリカのバンドの中に日本人が入っ
ているとアメリカっていうイメージが壊されて、格
が下がってしまうという様な理由だったと思いま
す。日本には昔から島国根性というか欧米に対する
劣等感、舶来主義みたいなところがありますよね。

カのサイズより一回り小さいな、とまず感じまし

今でもそういうところが残っているように思えます

た。友人達と久し振りに再会を喜び酒を酌み交わし

が、この内と外という関係は日本が島国であるとい

ましたが、10 日ほどでハワイ経由で今度はロスアン

う立地条件上、永遠に無くならない事なんでしょう

ジェルスに向いました。ロスでの出演場所は｢ライ

かね…..?

トハウス｣で昔から名門のジャズクラブとして有名

この話を聞いてアートは怒りました。鈴木良雄、

な所です。この時はなんとローランド・カークのバ

CHIN はオレのところのレギュラーベーシストだ。

ンドとチェンジのステージでした。あのサックスを

それが自分の国のベーシストがアート･ブレイキー

2 本、3 本同時に口にくわえて演奏するスタイルと

＆ジャズメッセンジャーズのレギュラーベーシスト

エネルギーに圧倒され、益々日本との文化の差(カ

として日本に来るのは本当は誇りに思い大歓迎する

ルチャーショック)を感じました。この時はアート

はずなのに何ていうこ事だと、プロモーターに文句

のところにアイアート･モレラの一行も遊びに来て

を言ったんですね。それでもちろん僕は日本に来る

大いに盛り上がりました。

事になったのですが、この時は内と外、とうい概念
をしみじみと考えさせられました。
今でも NY に居た時と日本に帰ってきてからの扱
いの相違を感じますし、“from New York”っていう
冠が付くと格好良く見えたりお客さんが入ったりと
か、やはり日本はまだローカルなんですよね…。
ちょっと話がそれましたがこの様にアートとの初め
ての来日はいろいろなことを考えさせられました。
あとこの時は NY に渡ってから一年ちょっとだと思
うのでそんなに懐かしい感じはしなかったけど、羽
田に降り立った時、人･建物･道路、すべてがアメリ
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§4

世話人会より

松溪中学校要覧の収集と保存
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、だれでも最新の各校概要を
知ることができます。学校要覧（昔は教育要覧と称した）
作成の歴史は古く、昭和 30 年度に遡りますが、杉並区教
育委員会では各年全校分を 1 冊子にまとめ保存、現在まで
の分が杉並区立図書館・杉並区済美教育センターで閲覧で
きます（一部年度の欠落があります）。
世話人会では、母校の歴史記録として松溪要覧収集を
始めました。いまのところ昭和 30 年度（6 期生の 3 年生
進級の年）より昭和 50 年までの 21 年間分を収集、多少
の編集を加え、ホームページに各年毎の PDF 文書として
同窓生へ公開しました。当年 3 年生の卒業アルバム等から
取得した写真、校長先生のポートレイト、校舎、校庭、
担任の先生の写真などをのせています。ホームページの
“松溪の昔”コラムでご覧下さい。URL は以下のとおりです。

松溪最古の学校要覧・昭和 30 年度版

https://www.showkeidousoukai.org/cont6/60.html

同窓会会計報告
2021 年 4 月 12 日現在の同窓会会計報告をいたします。
1 前回会計報告残高（2019 年 12 月 17 日、第 23 回世話人会）・・・・・・・・・・・・・\459,373
2 2019 年 12 月 17 日～2020 年 4 月 12 日の収支
収入・・・\6

支出・・・\52,690

内訳 利子＠\2ｘ3 回

内訳

2020 年 6 月 17 日・（HP 運営費用
2021 年 4 月 12 日（HP 運営費用

\25,740
\26,950

3 2021 年 4 月 12 日現在残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・\406,689

同窓会は全ての通信に電子メールを利用しています。ご質問ご要望など、下記同窓会メールアドレス
へ、お名前、卒業年度、メールアドレスとともにご連絡下さい。世話人会よりご返事し、よろしけれ
ば、同窓会連絡リストに登録させていただき、“同窓会ニュース”および母校月刊ニュースレター“松溪
だより”を定期配信いたします。また以下の松溪中同窓会ウェブサイトでは過去の全ての同窓会活動
情報を掲載し記録しています。スマホでも閲覧できます。是非ご訪問ください。
松溪中同窓会ウェブサイト “ http//www.showkeidousoukai.org
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
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”

