
                                  2017 年 11 月 

（第 4 号、2017 年秋） 

                                                             

 

 

§1 芝 祐靖 様、2017年文化勲章を受賞されました。 

松渓中第 1 期卒業（注）、芝
しば

 祐
すけ

靖
やす

さまが 2017年文化勲章を受賞され 

ました。同窓生からも心からお慶び申し上げます。 

 

芝さまのご専門は「雅楽」で、「現代雅楽ルネサンスの祖」と称すべき方 

です。平安時代から続く雅楽演奏家の継承を越え、雅楽全般（演奏者、 

音楽監督、消滅曲の復刻、現代雅楽作曲など）にご自身直接関与され、 

日本雅楽の現代への融合・発展・外国への紹介をライフワークとされ、 

未だ第一線の現役で活動されています。これからもご壮健であられ一層の 

ご活躍をされることお祈りいたします。 

 

ご経歴などはメディアでご承知と思います。ここではご活躍の一端を 

お知らせします。 

 

2014年 11月 14日、延岡市立南浦中で小中学生向け演奏会後のお話、 

 「これまで 1000 年以上守られてきたこの響きも、今までの作品をその 

まま演奏し続けているだけでは、やがて消えてしまうと思っています。 

私たちはこれからも雅楽のスタイルを受け継ぎながらも新たな作品を生 

み出し、1000 年先の未来まで伝えていきたいと願っています。こうして 

若い皆さんの世代に雅楽を知っていただこうと活動を続けているのも 

そのためです。」  

 

2010年 2月 21日、NY マーキンコンサートホー 

ルでの公演風景 

主催する「怜楽舎」アンサンブルを率いて 

ニューヨーク・ワシントン公演「Interplay of  

Antiquity With Some Modernity＝古代と現代の 

協奏」を行う。 

右端が龍笛を演奏する芝さま。 

（同日の NY Times 紙より借用） 

 

将来、芝様ご自身又はご友人から想い出など 

お話いただく機会があろう期待します。都度掲 

載したいと思います。 

（注）昭和 26年（1951年）卒、卒業生 191人、浅沼茂一校長先生 

 

杉並区立松渓中学校同窓会ニュース 

撮影 泉谷典彦 氏 

主催される怜楽舎ウェブサイト

より借用 
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§2 第１７回世話人会を開きました 

2017年 9月 10日、母校多目的ルームをお借りして第 

17 回世話人会を開きました。1期から 11期まで合計 

12 名が参加しました。 

本年初頭合意した「母校文化発表会開催日にあわせた 

ホームカミングデー開催計画」は、集会場所の問題で 

断念しました。本世話人会では来年後半以降の同窓会 

活動の方向性について意見交換をしました。 

決定事項はありませんが主な論点とコンセンサスは 

以下のとおりです。 

 

 

(1)今後の同窓会活動 

 

母校創立 70周年（2019年・平成 31年）と対応した 

同窓会事業・活動を無理のない形で実現したい。    

考え得る具体案は、例えば、記念集会・行事（総会、 

ホムカム、展示会、音楽コンサート)、母校への寄付、 

母校行事への参画や貢献、などいろいろあります。  

これらを念頭に今後検討してゆきます。 

 

(2) 母校教育現場、現役生への貢献 

 

中学校がさまざまな問題や困難に直面していること 

は衆知のとおりです。同窓会としては会員が年功・ 

経験で獲得した知見を母校へ提供できれば、現役生 

の良い青春に役立つのではと願います。 

しかしこれを具現化するには大きな障害がありま 

す。例えば、 

A 現同窓会組織は質・量とも実力不足である 

B 母校がどんな問題・困難を抱え、何を必要とし、 

何をすべきか、何が可能か、などの把握分析が 

出来ていない 

一朝一夕に実現する課題ではありませんが、足元を 

見つめ地道に一歩一歩進めてゆきたい。 

 

(3)同窓会広報活動 

同窓会組織拡大には広報活動の強化が必要です。現在 

同窓会からの広報手段はいずれも電子メールを利用 

して「(1)同窓会ニュース：年 2回春／秋配信」 

と「(2)松渓だより：母校より入手し転送/隔月配信」 

の 2手段です。特に(1)同窓会ニュースは記事を同窓 

生全般に魅力あるものに改善する必要があります。  

そのためには記事内容をもっと同窓会報らしく改善 

しなければなりません。ご意見、ご提案、同期会／ク 

ラス会（報告、開催予告）、個人消息、エッセイ、等、 

なんでも可、ご投稿をお願いします。匿名も含め積極 

的に掲載いたします。ご協力下さい。 

 

 

ｇ 
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§3 同窓生・同期会だより 

第１０期生同期会の報告 

ほどほどの歳になりますと、昔の友人が懐かしくな 

り、久し振りに会えば何十年かの隔たりを一気に縮 

めて、中学時代に戻るものです。利害関係の無い者 

同士の交流というのは良いものですね。私たちは 

６０歳を迎えた年に、クラス単位で保有している 

旧友の動静情報を持ち寄って学年としての名簿を 

整備し、ご健在のクラス担任の先生方をお招きし 

「自らの還暦を祝う会」というパーティーを催し 

ました。その後は徐々に名簿掲載の情報を拡充し、 

現在では約３００名の内、半数を少し超える旧友の 

消息を把握することが出来ております。 

  

それというのも、上述の会を催した際に、なかば 

余興として、音楽が好きで卒業後もずっと続けて 

来た人たちが演奏する時間を設けたのですが、 

それを機に今後は定期的に集おうということにな 

りました。そしてそのときの演奏者が万年幹事と 

なって、中央図書館のすぐ隣にあります「衎芸 

館」というクラシック音楽のコンサートホールで 

同期生をお客さんとした２時間余りの演奏会を催 

し、演奏会の後は荻窪駅近辺の居酒屋に流れて打 

上げ会兼二次会兼同期会を開くというスタイルが 

定着しました。これにより、次第に情報の集積 

が進んだのです。 

 

私達の期では音大に進んだ人、専門家に師事して修 

得したクラシックギターのリサイタルを毎年開催し 

ている人、合唱団に所属して半世紀以上歌い続けつ 

つ声楽家の個人レッスンを受けている人などが居り 

ます。今年は６月に「旧友と安らぎのときを」とい 

うタイトルで演奏会を催し、ピアノの連弾、ギター 

のソロ、ソプラノとバリトンの独唱、それにアルト 

が加わった三重唱など、古稀を過ぎても若さを失わ 

ない精進ぶりが披露されました。そして、終演後は 

駅の南口にある「鎌倉ハム」が経営するちょっとユ 

ニークな店で長々と懇談し、旧交を温めるだけでな 

く、未来を語り合いました。先頃ずっとお付き合い 

下さっていた先生がご逝去なさったことにより、つ 

いに恩師の方々のご臨席が無くなってしまったのが 

とても残念です。写真を数葉添付致しましたので、 

ご覧下さい。（平木桂太 記） 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

筆者平木さま、右端 
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§4  松渓だよりヘッドライン ニュース 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(1)
水野校長先生「Ｓ君か
らの手紙」

(2)
平成29年度卒業式、
3月17日

2017年3月号

天沼中へ転任される水野校長先生から卒業生へ最後のメッセージ。  Ｓ君
は25年前先生が担任した「学校の荒れ」時代の被害者です。  「いじめ」
「校内暴力」で指導者の苦悩が吐露されています。OB/OGも一読の価値。

公立高校
高専進学

私立高校
進学

その他 合計

男子 25 33 0 58
女子 22 27 0 49
合計 47 60 0 107

平成29年度松渓卒業生の進路

(1)
赤荻新校長先生のメッ
セージ

井荻中学より赴任される。(写真は運動会開会
式の赤萩校長先生）

(2) 教職員異動

転出・退職　10人（水野英利校長先生は天沼
中、吹奏楽部糟谷小枝子先生は台東区立柏葉中
へ転出）
転入・復帰・採用　11人、他に非常勤講師採用
5人

(3) 入学式、4月7日 新入生　男子57名、女子62名

2017年4月号

(1)
赤荻校長先生のメッ
セージ

松渓中生のバトンをつなぐ

(2) 運動会、5月27日 スローガン　「破～最高の頂上決戦」

(3)
１年生　フレンドシッ
プスクール      5月14
～16日

春遠足　裏磐梯・喜多方・会津若松方面

2017年5月号

(1)
赤荻校長先生のメッ
セージ

（１）「一生懸命」は大きな力となる
（２）簡単なことを簡単に行う

(2)
3年生　修学旅行
（6月6～8日）

京都・奈良方面。スローガン”最高・最強・さ
あ行こう‼　～はんなり学ぶ京都・奈良～”

2017年6月号

毎月母校より同窓会に配信されている”松渓だより”記事のヘッドラインです。松渓ホームページで閲覧できま 

す。紙面でバックナンバーをご希望の方はミニ世話人会よりお送りします。 
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(1)
赤荻校長先生の
メッセージ

（１）居場所をたくさんつくる
（２）「私」の生き方を考えてみる

(2)
2年生　職場体験学習
（7月11～14日）

近隣56か所の協力事業所で職業体験学習。10月
の文化発表会で全員が報告感想を展示します。

(3)
小中一貫教育プログラ
ム：未来サミット
（7月4日）

文科省小中一貫教育プログラムの生徒交歓。松
渓2年生／西田小・桃二小6年生全員、280名が
アリーナに集合。ミュージカル落語（いじめ）
とテーマごとに分かれた生徒座談会。

(4)
小中一貫教育プログラ
ム：9年ひとつなぎ
（7月5日）

小中一貫教育プログラムの教諭版。松渓／西田
／桃二の教員による小中教諭合同研修会。

2017年7月号(その1,その2)

9年ひとつなぎ、シンボルロゴ

(1)
赤荻校長先生の
メッセージ

「がんばってみよう」を持続させる：新学期に
臨むにあたり。

(2) 学力調査・意識調査
全国学力調査（3年生）、東京都学力調査（2年
生)、杉並区学力・意識調査（1年生)

(3) 道徳授業

1年生は「職業人の話を聞く会」を来春予定
2・3年生は地域ゲストティーチャー（7名)/担
任教諭による地区公開授業と、事後の意見交換
会。保護者も参加。

2017年9月号(その1）

(1)
桃二小運動会
（9月24日）

杉並区小・中学校運動会は普通春ですが、校舎
改築中の桃二小は緊急措置。あと2年の我慢で
す。

(2)
桃二・西田小6年生の松
渓中体験

部活体験（9月4日）、体験授業・校内見学（9
月7日）、2小学校2018年卒業予定者、合計約
170名へオリエンテーション。

2017年9月号（その2）

(1)

2017年10月号（その1）

文化発表会
展示の部        10月
14日～18日 　　　舞台
の部　10月20日
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§5 松渓地域だより 

２０１７年地域センサス 

 

 

 

 

 

 

松渓中通学者は対象者の 60％ほど。一年生はめずらしく女子優勢となりました。 

 

桃二小改築工事進捗状況 

 現況更地の部分に新校舎が、仮校舎部分に校庭が建設されます。新校舎での授業開始は平成 31年度予定。 

あと 2年の辛抱です（校庭の完成は平成 32年）。 

 

 

 

 

 

 

シテイテラス荻窪（旧荻窪団地東側部分）竣工 

2017年 9月、Ｓ不動産が建設中の中層（4階建）マンショ 

ン群“シテイテラス荻窪”が竣工、販売・入居が始まって 

います。総戸数 225です。既設の“シャレール荻窪”とあ 

わせ、これで旧住宅公団荻窪団地跡は総て集合住宅として 

再建されました。公園など公共スペースも潤沢で善福寺川 

添いの桜並木も健在です。販売価格は数千万円、小・中学 

生の子息を持つ家族がどのくらい入居するかわかりませ 

んが、松渓中入学者が増加し近隣商業の振興につながれば 

よいですね。 

 

 

松渓中在校生と通学区域中学生適齢人口（平成29年4月1日現在）

男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
荻窪１丁目 2,563 5,190 25 21 46 23 21 44 19 15 34
　　　2丁目 2,096 4,069 17 14 31 23 9 32 21 14 35
　　　3丁目 3,360 6,182 22 24 46 21 19 40 23 26 49
　　　4丁目 2,550 4,216 8 10 18 8 6 14 12 12 24
　　　5丁目 2,987 4,846 8 19 27 18 9 27 10 8 18
高井戸東4丁目（注） 2,466 4,787 15 22 37 20 14 34 14 16 30
合計 16,022 29,290 95 110 205 113 78 191 99 91 190
（注）高井戸東全域（1～28番地）の数値、このうち松渓中通学区域は4～21番）

松渓中在校生 57 62 119 75 35 110 76 54 130

満12歳（中学1年） 満13歳（中学2年） 満14歳（中学3年）
町名 世帯数 人口

シテイテラス南棟、道路は松渓正

門のバス通り 
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同窓会では”同窓会ニュース（春秋年 2 回作成）、”松渓だより（隔月）”を、メールに添付す 

る形で、各期世話人を通じ同窓生へ配信しています。 

 

今後はこれに加えご自分の卒業期に世話人不在の方や、直接受信したい方へも事務局より配 

信します。希望の方はどなたでも以下の同窓会連絡アドレスにお名前・卒業年度とメールア

ドレスをご連絡下さい。配信リストに登録し定期的にメールを配信します。 

ご登録いただいたメールアドレスはミニ世話人会に限りとし最大の注意で守秘します。 

 

   同窓会メール sugi-shoukei-2014@shouwa-co.co.jp 又は 

ミニ世話人会 kenricola@nifty.com （事務取扱：9 期 小林） 

杉並区立松渓中学同窓会 

 

松渓地域の古航空写真 

1957 年（昭和 32年）10月 10日撮影 
  母校創設時代の荻窪駅・青梅街道南側の風景。善福寺川の西端、南端にそって広大な田畑が残ります。 

   環状 8 号道路未完成。荻窪団地(1958 年、昭和 33 年竣工、875 戸)は建設中のはずですがその形跡はない。 

撮影当時の松渓中在校生は推定 1028人（1年生 310人、2年生 375人、3年生 343人）です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）上記航空写真は国土地理院がウェブサイトで公開しているもので、荻窪周辺街並みの移り変わりがわか 

る何枚かの写真が掲載されています。誰でも無料で、ウェブ上の簡単な手続きで、閲覧／コピーすることが 

できます。 

 

§6 同窓生の皆様へ 

 

 

 

 

 

松
渓
中
、
西
田
小 

  

桃
二
小
、
荻
窪
高
校 
“同窓会ニュース”、”松渓だより”をメールで直接配信します。 
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