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はじめに 

この度同窓会ニュースに書かせていただくことになりました池谷キワ子です。まず松渓中学との関わりにつ 

いて少し述べたいと思います。 

本校には昭和 28 年 5 月から 29 年 3 月まで中学 3 年生の時に在籍しました。生まれ育った西多摩郡小宮村（当 

時）が通学に大変不便な山村だったので、杉並区西田町の叔母の家に居候をすることになったからです。それ 

までは小学校 1 年から 4 年まで小宮村養沢の小宮国民学校養沢分教場に通い、ついで小宮本校に 5,6 年、小宮 

中学校に 3 年生の 4 月まで通学してきました。 

 

松渓中学に転校してみると、田舎育ちにとってはすべてが垢抜けて見えて大層引け目を感じました。叔母の 

家は当時西田町の広い畑のほとりで、松渓中はその反対側にあり、畑を貫く道をまわって通学しました。連れ 

だって通ってくれた「a さんｓさん」のふたりは洋画の大フアン。雑誌「スクリーン」を愛読していて、ハリ 

ウッドのスターを片っ端から話題にするのです。だから映画は全然みていなかったのに当時の大勢の洋画俳優 

の名前がいまでも記憶に鮮明です。 

 

クラスは 3 年 B 組で数学の茂木久子先生が受け持ちでした。方言がいっぱいだった田舎出の 15 歳は、すべて 

に気後れがして、クラスにもあまり溶け込めず卒業してしまったように思います。「農業」を田舎で学んでい 

たので、商業の「貸し方借り方」の意味がさっぱりわからずでしたし、文法は口語の名詞助詞までしか教わっ 

ていなくて、「文語の下二段活用の下二とは何？」なのでした。英語ではつ

い「be 動詞ってなんですか」と質問してしまい、「そんなことも知らない

の」と白石先生が目を剝いたのが忘れられません。 

 

卒業以来一度も訪れなかった母校でしたが、数年前に 65 年ぶりに同 

窓会を訪問するチャンスがあり、それがこの稿を掲載していただくき 

っかけになったのでした。 

第 15 号、2022 年秋

aki  

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース 

§1 同窓生だより 池谷 キワ子 さん（4期） 

山からのたより、養沢で林業とともに 

1938 年 東京都西多摩郡小宮村（現あきる野市）養沢生まれ 

1954 年 杉並区立松溪中学校卒 

都立武蔵高校、日本女子大国文科卒、博報堂勤務 

1980 年 父の池谷秀夫氏が経営する池谷林業に参加 

1991 年 池谷林業の経営継承 

2022 年 国土緑化推進機構“第 31 回みどりの文化賞”を受賞さ 

れました。 

        5 月 7 日 

養沢ぬばた集落 
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“山からのたより 養沢
よ う さ わ

で林業とともに” 

（2020 年 4 月、（株）清水工房より出版のエッセイ集、あとがきです） 

 

家業である林業を継いでいこうと、父に弟子入りしたのは 40 年前です。養沢 

と檜原村に 185 ha(町歩）の森林がありすべてを自身で管理運営してきた専業林 

家でした。住まいの世田谷から 15 年、調布に引っ越してから 25 年、車であき 

る野市養沢に通ってきました。ほぼ週 3 日、今では週 1,2 日、おにぎりとお惣 

菜、ボトルにお茶を詰めて 1 時間余りの行程です。帰路は夕食作りのため 6 時 

に帰り着くのが目標で、いつもアクセルを加速していました。 

養沢の実家で迎えてくれた父母妹でしたが、いまではだれもいなくなってし 

まいました。足繁く養沢の山に通うにあたり、夫、息子、娘にもずいぶん協力を 

もらってきました。それでも地元に住むのと違って通勤に時間がかかり、我が 

林業は思うように活動時間がとれず、目指す方向になかなか進めませんでした。 

 

林業に手を染めた当時は、我が家に限らずどこの人工林も手入れ不足が目立 

ち、林内が荒れて林床が暗く、所有者から見放されている林地が多くありまし 

た。それを知った森林ボランティア団体が 198６年の大雪害ごろ、いち早く多摩 

地域で誕生。当時は私もかなり意気込んでいて、我が家の山に林業体験イベン 

トを受け入れたりし、東京の山すべてを元気にしたい、良い状態で子孫に引き 

継いでいかなくては、と呼びかけてきました。 

 

その後、林業行政の働きかけで間伐が進み、荒れた山がかなり整備され、 

森林の役割認識も市民に浸透してきたのでした。けれども養沢に限っていえ 

ば、共有林が多いため、森林に手を入れにくい状況にあります。 

林業不況は出口の見えない長いトンネルと言われてきました。1955（昭和 30） 

年には 94.5％だった国産材シェアは安い外材に押されて平成半ばには 18％まで 

下がりました。今では 36％まで回復しています。丸太の値段は、多摩木材セン 

ターでスギが 1m3、1 万円、ヒノキもせいぜい 3 割増しといったところです。 

柱適寸ほどのスギ 4m 材、丸太が 1 本 1,000 円余なのです。山からの伐採般出 

と製材流通コストも日本では山の険しさや小規模林地のため材価に比してと 

ても高値で、林家に代金が戻ってくるどころではありません。半世紀以上に 

わたる育林コストがほとんど回収できないのです。そのような状況のなかで、 

林業本場地域の規模も大きい林家を中心に結成している日本林業経営者協会に 

入り、林業への姿勢を学べたのはありがたいことでした。 

 

この会やボランティアの人々を介して、井の中の蛙であった私が、多くの同業者の先輩たちに出会い、たく 

さん学ぶことが出来たと思います。また、身近なところで結成された「東京の木で家を作る会」では、木が家 

になるまでを扱う人たちがすべてメンバーに揃っていました。木を育てても、山から伐りだす素材生産業、製 

材、建築家、工務店、家具や器の制作者、数多い木を扱う技術者との連携がないと、センス良い木製品や日本 

文化を体現するような家は造れないのです。おかげでこうした木材技術を伝承発展させようという人々とも、 

会を通じて顔見知りになれました。 

我が家の門と蔵 

 

養沢川 

山の歩道を刈る 
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この本を編集する際にいろいろと検討したのですが、結局掲載する文章は、私の書いたものだけに絞ること 

になりました。家族のことも触れませんでしたが、父の林業からは、自然界や人間への限りない謙虚さと愛情 

を持つことを教えられました。将来、我が家の山林は息子と娘に託すことにしています。今の時代、森林所有 

者は存在しても山林はみんなの者という意識が大きくなったこともあって、地元の山作業員や森林ボランティ 

アには、たくさんの汗を養沢の山にそそいでもらってきました。林業が持続可能であるために、これからは息 

子達のように他に仕事を抱えた森林所有者がまとまり、集約して山を施業保全する組織に委ねていくのがいい 

と思っています。 

林業は今まで男性中心の仕事でしたが、世代を跨い 

で受け継いでいくところは女性にも向いています。 

「経済性を考えなければ、こんな気分のいい仕事はな 

い」と思える林業です。山の整備保全は、どんなタイ 

プの森林でも絶対必要です。林業が若者にとって魅力 

的な天職と感じてもらえる環境になってほしいもの 

です。 

 

出版準備をしていた 2019（令和元）年 10 月、連続してやってき 

た台風で大災害が発生しました。台風 19 号では、奥多摩地域でも短 

時間に大雨が降ったため、林内の小さい沢や養沢川の岸が崩れまし 

た。文中に登場している井戸入り沢も削られ、土砂が堆積し、すっか 

り様変わりしました。ワサビ千枚田も、涼やかな井戸入り沢も、瞼に 

残るだけの場所になってしまいました。そらあけの会では、早速沢 

沿いの道を補修新設し始めています。 

 

本文でも触れていますが、激甚災害となった 1986（昭和 61）年 

の大雪害のときも、今度の台風でも、温暖化を食い止めなければ未 

来世代の人々の幸せはないと痛感させられました。自然は懐が深く、 

なかなかほころびを見せてくれないはずなのにこれだけ異常気象が 

現われるのは、地球はもう取り返しのつかないほど末期的なのかも 

しれません。温暖化の事を思うと日常の利便性はさておき、「あえて」 

の回り道を選択するのが必要なときなのでしょう。政府や企業の選 

択ばかりでなく、一人一人の自覚に大きくかかわっているのです。 

また、山の方向性は少しずつです。世の中の急激な変化に弱者が追 

いつけないように、1 年に 1mm ほどの年輪しか育たない樹木を生産 

する林業は、ゆっくり目指す形に持って行く、生育途中で樹種を植え 

替えたりせず、木の命をまっとうさせたいのです。 

 

たとえば、山頂付近は災害を受けにくい広葉樹林に、住まいの周りは実がなり、花が咲き、春秋に彩りがあ 

る樹種を、中腹や谷筋の肥沃で作業路造りの可能な林地には林業として役立つものを林齢が平準化するように 

育て、岩地や痩せ地は自然発生に任せる。そういう山の姿を時間かけて、時代に合わせて修正をしながら一歩 

ずつ進みたいと思うのです。私は「身土不二」をもじって「森都不二」と唱え、都の人は森や自然と切り離さ 

れたら、心身の健康は得られないのだと確信しています。 

雪害、1986年 

やぶの整地 

ボランティアのみなさん 
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磯貝 敬 校長先生は昭和 51 年（1976 年）4 月着任、昭和 55 年 3 月ま 

での 4 年間、母校の運営指導をされました。同窓会年度で第 27 期（昭和 

52 年 4 月卒）から 30 期の卒業生を見守られました。本稿は PTA 会報に 

寄稿された着任挨拶です。生徒への深い愛情と教育への真摯なご決意がひ 

しひしと伝わります。（昭和 51 年 6 月 30 日“松溪ニュース”松溪中学校 

PTA、広報委員会発行） 

 

月日の流れはほんとうに早いものです。前任校で過ごした 

四年間をふり返り、いましみじみとそれを感じます。それだけ 

ではありません。与えられたあの貴重な日々を、どれだけ価値 

あるものにしてきたか、それを思い起こしてみると、なにか心 

空しい思いにかられてなりません。かてて加えて、これまで 

の私の教育人生三十三年の歩みをふり返ってみる時、流れ、送 

り、消え去った年月の過ぎゆく早さには、ただ驚くばかりです。 

それだけに、これからの私の教育人生のひとこまひとこまを、 

心満ち足りたものにしていきたいと願い、また祈らずにはいら 

れません。 

 

そんな思いがひとしをの折り、たまたま縁あってここ松溪中 

に赴任することとなりました。桜の花がほころび、日ざしもぬ 

くもって、いつか新緑が目にしみる季節到来が約束されていた 

四月初旬でした。多くの生徒たちはもとより、職員や PTA の方々 

にあたたかく迎えられて、再びすばらしい出会いを体験させていただき、新しい感激を身に覚えました。この 

時からこの喜びをこれからの松溪中の発展のため、生徒の幸せのための貴重なエネルギー源とし、学校の経営 

に力を尽くしていきたいもの、と考えました。 

 

教育の仕事には、生徒に対する深い愛情と、その具現化としての日々の実践への意欲と地域や家庭の理解と 

協力をうるための謙虚な姿勢、努力が必要です。いやそれにも増して、まず教師みずから高まるという自己へ 

のきびしさが求められます。ここから教育における信頼感が生まれてくると思うからです。このように学校、 

地域・家庭、生徒の信頼関係のうえにこそ、教育が成り立つことを思うとき、これからの本校の経営に当たる 

責任の重さをずっしりと身に感じないわけにはいきません。 

 

わたしは、教育の仕事は、まことに地味で、しかも根気のいる仕事だと思っています。しかし人間形成とい 

う、とてつもなく大切なこの仕事には、限りない喜びと尊さが秘められています。わたしはその喜びをかみし 

め、その尊さに生きがいを求めていきたいものと常に念願しています。この念願をよりよくは果たしていくた 

めに、わたしはこのたびのすばらしい出合いを体験したはずです。 

 

それにしても、そんな大きな願いにくらべ、つくづくと身の無力さをなげかざるをえません。それだけにこ 

§2 磯貝 敬、校長先生 

松溪中 1978 年、創立 30 周年 
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れからみずからの教育人生開拓のためにも、多くの人々の支えが必要だと思っています。もとよりわたしの職 

務を果たしていくためには、無力を有力に転化する努力の過程で、また「支える」人間にならなければいけな 

い、とも思っています。まずはじめは、こんなふうに支えられてスタートし、時に支えて生きる人間になりた 

いものと思っています。そしてやがては、支えて支えられるという相互信頼の中で、本校の経営を実りあるも 

のにしていきたいものと思います。 

 

そんな意味からも、輝かしい歴史と伝統をになう本校の教育に対する誇りを胸に秘め、心と形、研究と実践 

の調和を求め、望ましい人間形成への道を邁進していきたいとも思います。わたしはこれまで、大きな幸せを 

つかみたいと思ったことはありません。しかし、どんな小さな幸せでも、それに気づかず、それを大切にでき 

ない人間にはなりたくないと思ってきました。人はともすれば身の不幸をなげいて、いそう自分をやりきれぬ 

自分、みじめな自分に追いやってしまいがちです。それは、大きな不幸をなげくより、ささやかな幸せを大切 

にすることのほうが、はるかに人間にとって貴いものであるかを知ろうとしないからだと思います。 

 

わたしは目も痛いようなきらびやかな花よりも、そぼくに咲いた名もない小さな野の花、自然の輪廻と神秘 

さと偉大さを知らされ、それを発見した幸せを覚えます。ささやかなもの、そぼくなものの価値こそ、大きく 

ふくらませ育てていくのが教育です。だからこそ、地道にステップを踏んでいきたいと思うのです。何分とも 

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

松溪在校生の2022年度の部活参加状況がウェブ 

サイトで紹介されています。現在、在校生ほぼ全員 

が部活動に参加、その内約 2/3 が運動部運動部へ 

所属しています。文化部では昔多かった、数学・英 

語などの授業の補助的なクラブは消滅し、吹奏楽、 

JRC(赤十字活動)などが隆盛です。国のスポーツ振 

興策のもと部活に必要な器具施設の整備は格段に 

すすみ、授業以外でも豊かな中学生活ができる環 

境が実現しましたが、部活運営に責任をもつ学校 

教職員の負担は増大、その軽減が喫緊の課題とな 

りました。「部活の地域化、外部指導員の導入」が 

改善策として徐々に広がります。松溪でも運動部 

（5 名）、文化部（9 名、内吹奏楽 7 名）の外部指 

導員の指導を受け、野球部は向陽中との合同チー 

ムとするなどして部活が維持されています。 

 

 

 

 

§3 松溪部活 
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2022 年 4 月、日経新聞夕刊に“いまどきの部活”との見出しで、松溪中剣道部の様子がほんの少し紹介され 

ました。 

「少子化、教員の長時間労働問題・・・、中高の部活は今、悲鳴をあげている。東京都杉並区の区立松溪中学 

校剣道部では週１～２回、スポーツ教室運営大手のフリーフラス（東京・渋谷）の社員、吉田駿（31）が指導 

する。高校総体団体２位などの経歴を持つ吉田。顧問の教員と話し合い、基本的な練習メニューの考案や技術 

指導を担う。指導して５年目。当初は（部員は）熱意はあるのにまとまれず、競技経験に乏しい教員も悩んで 

いた。吉田が「都大会出場」など明確な目標を掲げると、メリハリが生まれ始める。2021 年には都大会でベス 

ト 32 に進出。「試合ですぐ負けるのと勝ち上がるのでは士気や目標も変わる。出来れば経験者が教えたほうが 

質の高い練習ができる」。生徒たちも「自信をもらえる」と喜ぶ。 

杉並区では 16 年度から「部活動活性化事業」として、専門コーチを区内の各中学校に派遣する。21 年度は 

区内 23 校中 20 校で実施。「少子化で生徒数、教員数も減り、競技経験のない人が増えてきた。練習環境を充 

実させ、教員の負担軽減へとつなげたかった」と同区学校支援課の山里しのぶ。22 年度は 3265 万 9 千円の予 

算を計上し、保護者の負担はない。同区の取り組みは全国的にもかなり先駆的だ。教員も他自治体の学校に異 

動すれば、再び部活動の指導に追われてしまう。文部科学省のガイドラインは、大会に引率できるのは教員や 

部活動指導者に限定する。「引率も外部にお任せしたい」などと教員の求める内容も変わってきている。国の 

施策をにらみながら事業を広げていきたい」と話す。」 

 

昭和 63 年（1998 年）母校創立 40 周年記念の小冊子に昭和 34 年以来の各年度の部活状況記録があります。 

皆様何部でしたか！ 
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2022 年 6 月 17 日、コロナ禍により長く途絶していた世話人会をようやく開くことができました。2019 年 

12 月以来ですから 2 年半ぶりです。その間、同窓会活動はもっぱら電子メールやホームページ利用した通信 

に依存しましたが、その間、2020 年 4 月には新生同窓会第 2 代会長、平木協夫さんが急逝、会長職に柴田德 

思さまに急遽ご就任願う緊急事態もあり同窓会には多難な時間でした。 

 今回、世話人会には 34 名の世話人中、11 名が参加されました。母校創生期に在学され 2016 年同窓会復活 

に尽力された最長老の方々にも参加いただき感謝感激です。村上泰興さま（3 期）、小林義武さま（4 期）、矢 

代捷（5 期）、皆様それぞれ年を加えてしまいましたが、母校と同窓生を愛する気持ちはかわりません。会議終 

了後もみんなで懇親会へ繰り出し、再会を喜び親睦を深めつつ将来を語り合いました。本年後半、参加者を少 

し若い同窓生まで広げて世話人会・懇親会を計画します。同窓生の皆様どなたでも是非ご参加いただければ幸 

いです。 

§4 第 24 回世話人会および懇親会報告 
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§5 会計報告 

 

 

 

 
 

同窓会通信は原則電子メールを利用します。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、メールアドレスをご連絡下さい。世話人会にて、同窓会連絡リストに登録、“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”を定期配信します。以下の松溪中同窓会ウェブサイトで全て 

の同窓会活動情報を掲載しています。スマホでも閲覧可能です。 

松溪中同窓会ウェブサイト “https://www.showkeidousoukai.org ”  

同窓会メール taikiaratani@yahoo.co.jp 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 年 5 月 13 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（2022 年 5 月 13 日、同窓会ニュース 14 号）・・・・・・・・・・・ ・\406,693 

2 2022 年 5 月 13 日～2022 年 11 月 25 日の収支 

  収入・・・\ 1（利子） 

支出・・・\ 42,580 (ホームページ運営委託料 \35,640, 世話人会会議室使用料（2 回）\2,400, 世話人会 

開催交通費 \4,100, 振込手数料他 \440) 

 2022 年 11 月 25 日現在残高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     \364,114 

 

 

 

 

 

  

https://www.showkeidousoukai.org/
mailto:taikiaratani@yahoo.co.jp
mailto:kenricola@nifty.com

