第 14 号、2022 年春
秋 aki

杉並区立松溪中学校同窓会ニュース
§1 ご卒業おめでとうございます

会長

柴田德思（7 期）

松溪中学校を卒業された 110 名の皆様、ご卒業おめでとうございます。
在学中は、コロナの猛威が長く席巻する異例の時間でした。でも皆様はこの
前例なき困難を見事に克服され、3 月 18 日,第 72 回卒業式に臨まれました。
辻誠一郎校長先生から卒業証書を授与され、一緒に学んだ仲間たちと最後の
校歌を斉唱し、校門に別れをつげたとき,中学生活 3 年間の記憶が走馬灯の
ように胸に浮かび、同時に未知の世界への期待が膨らむ、喜びと感動の瞬間
であったはずです。その感慨を忘れず、今後はいつも松溪卒の自信と誇りを
胸に秘めて、それぞれの路を元気よく歩んでください。

皆様は卒業と同時に松溪中学校同窓会の「第 72 期」新会員です。1 万 5000 人を超える同窓生を代表して
心より歓迎いたします。2016 年に復活した同窓会は「卒業生全員を会員とし、任意に自由に協力しあう世話
人で維持運営する友誼会」です。会員名簿はなく、同窓会費もありません。日常は主にインターネットを利
用して、同窓生の消息、情報交換、交遊の促進に努め、同窓生と母校の隆盛活躍にすこしでも役立ちたいと
の思いで活動しています。節目々には出来るかぎり多数の同窓生が集まりいただける記念イベントも実施い
たします。

皆様は卒業後、その時々の場所で出会う責務、役割に一心不乱に努力されます。それは長く多忙で時には
困難もあります。そんな中、心の片隅に一瞬 “中学時代”、“松溪”が浮かぶこともあるでしょう。その時、是
非“松溪中同窓会ウェブサイト”を訪問してください。きっと皆様の原点のひとつとなり同窓生全員が共有す
るなつかしい“松溪”の面影をみることができるでしょう。

同窓会では、同窓会事務局に電子メールアドレスを登録いた
だいた方すべてに、この「同窓会ニュース」（春/秋 2 回発行）、
と母校ニュースレター“松溪だより”（年 6 回）
、を配信していま
す。是非、同窓会へメールアドレスをご連絡いただき同窓生の
輪に参加いただくようお願いいたします。

世界は広い、でも、いつかどこかで思いがけず同窓生との出会
いもあります。同窓会と末永く長くおつきあい下さい。
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§2-1 同窓生だより 辻さん喜代子さん、松溪・起業ファミリー
母 （旧姓 古沢）喜代子さん（9 期）、長男 幸一郎さん（34 期）、次男 智太郎さん（36 期）

母 古沢喜代子さんは、9 期ご卒業、同期にたくさんの男子ファンがおりました。しかし息子 2 人とも在学
中は評判の暴れん坊。喜代子さんはそんな息子を育てながら、夫君の大病、その後創業したベンチャー企業
を支え、どれほど苦労されたかは知るよしもありません。ご子息のバイタリティーは抜群でした。2 人とも
成人後それぞれの道で起業家として活躍中です。母上はたくさんのお孫さんに囲まれ幸せな日々をおすごし
です。

辻

辻 智太郎 さん

幸一郎 さん

1968 年生まれ,西田小から

1971 年生まれ,西田小から

松溪中 34 期,1984 年(S59）卒

松溪中 36 期,1986 年（S61 卒）

1999 年：父 好美さんが 1979 年に創立した「辻安全

大学卒業後スポーツ関連会社へ就職、社員寮での自

食品（株）入社、「ノンアレルゲンに特化した健

炊生活中に「もうやんカレー」を発明する。幼少のこ

康食品の開発、製造、販売」事業拡大に乗出

ろ父好美さんが食事療法で大病を克服した記憶から、

す。

「カレーは漢方なり」の信念をもちつづけたのがきっ

2006 年：埼玉工場設立

かけ。

2011 年：好美さん死亡により社長就任

1997 年：「もうやんカレー」西新宿一号店を開業、以

アレルギー特定原材料 27 品目を除去した商品ア

後、東京都心を中心に徐々に店舗数を拡大。多

イテム、調味料、パン、菓子、冷凍食品を開発

種の野菜をベースの独自の風味のカレーを、バ

製造、全国の病院、ホテル、保育所さらに大手

イキング・食べ放題で提供し、食欲旺盛な若者

航空会社機内食など多岐の顧客に納入していま
す。また、日本健康医療学会「健康医療コーデ

層に愛好者がひろがる。
2022 年現在：都心部を中心に 13 店舗を経営。フラン

ィネーター」、国際ホリステイクセラピー協会

チャイズ方式でさらなる事業拡大を目指してい

「食育アドバイザー」資格取得、全国を回り安

ます。

全食品思想普及の講演活動もされています。
辻

「もうやんカレー」ホームページはこちら

安全食品（株）ホームページはこちら

https://www.moyan.jp/

https://tsuji-a.com/
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辻

辻 智太郎さんの少青年時代

幸一郎さんの少青年時代

1968 年東京杉並区で生まれ育ちました。小さい時は

「もうやん」がニックネームです。本人は「もう言う

ザリガニ、カブトムシを捕まえ、コマ、メンコ、竹と

ことなし」をもじったと思っていたそうですが真相不

んぼなどをして活発に遊ぶ普通の少年です。

明。小学生時代、某大手ゼネコンの幹部だった父親は

どちらかと言えばガキ大将タイプでしたが、小学校 3

毎日運転手付勤務、30 代で 100 坪もある豪邸を購入、

年生の時に頭蓋骨骨折という大きな怪我をしました。

母喜代子さんは専業主婦、お姫様みたいな人で、優雅

おばあさんの自転車の荷台に立ち乗りをして、後頭部

な家庭でした。

から地面に落ちのです。しばらくアイスホッケーの選

が、大黒柱の父親は突然ハードワークのため倒れ生

手のようなヘルメットをかぶって通学すると、「ヘルメ

活は一変します。「もともと父は格闘技が好きで、空手

ット小僧」などと言われ、いじめられました。

も、柔道も、そのほか諸々の格闘技、すべて 3 段以上

『好きでヘルメットをかぶっているわけじゃないの

の腕前で頑強な父でしたが、連日の接待など過労が原

に」心に芽生えた怒りはだんだん大きくなりました。

因です。小学 4 年生のときでした」。一時は、医師も見

先生が見かねていじめを終わらせたのですが、こん

放す重体でしたが、『食事療法』に取り組んでから急激

どは仕返しで自分がいじめ返すことになります。誰も

に回復、命を救われたという思いでしょう。父は、会

止めずどんどんエスカレート、やがて学校一のワルと

社のポストを捨て、オーガニック食品の専門ショップ

呼ばれることになりました。

をはじめます。しかし、当時はまだオーガニックとい

中学高校時代

う言葉も知られていない時代です。今まで会社で億単

中学に入ると暴走族のグループに入り、集会にも出

位の仕事をしていた父が、100 円、200 円の商品の販売

かけます。敵対グループと抗争して警察に補導された

に奮闘、家族も総出で店を手伝いました。でも全員で

こともあります。ある時、警察に辻さんと弟さん（弟

がんばっても、売上は微々たるもの。食費節約のため

もグループでした）を引き取りに来たお母さんの毛髪

残った商品を食べたこともありました。父は天職と決

が、円形脱毛症なのを見つけました。それで『ああ、

め必死で頑張り続けました。この店は現在、兄が継い

母はこんなに心配しているのか』と気がつきます。も

でいます。売上もずいぶん増え、今では、有名航空会

う親に心配かけることはすまいと決意します。

社の機内食材を納入するほどになっています。

高校に入ると、警察のお世話になるようなことはし

倍率 0.7 倍の高校に進学。

ませんが、一度軌道を外れた心は元にもどるのは容易

スポーツは得意。父と同様、格闘技もやりました。

ではありません。歌舞伎町のディスコに出入りするな

からだは頑強で活発な少年でした。でも勉強が大の苦

ど、奔放な生活は続きます。どうしたら女子にもてる

手。成績はふるわず、高校進学となりましたが、お金

か、そんな事ばかり考えていました。女子の関心を引

がないから私立はだめ、都立なら行けましたが点数が

くことはなんでもやりました。サーフィン、ディスコ

たりません。本人は高校には行かぬ覚悟でした。しか

での黒スーツ、いちばんのめり込んだのはスキーで

し父が奇跡的な、救世主のような高校をみつけてきま

す。

した。競争倍率 0.7 倍、受験すれば合格です。ただし、

ある先輩が素晴らしいスキーで、女子に取り囲まれ

東京は東京でも、『大島』。ほとんどの生徒が島民で、

るのを見て、これだ！と思ったのです。スキー場のア

こちらから行く人間ほんの少しです。

ルバイトに精をだし、SIA メダル検定でゴールドメダル

「大島」の高校とはいえ、卒業すれば少なくとも

を取得するほど上達しました。運動神経は自慢できま

「高卒」の肩書きがつく。中卒と高卒で雲泥の差があ

す。勉強は相変わらず嫌い、家では寸暇を惜しんで映

る。それが社会だ、と考えました。しかし大島は、は

画鑑賞です。授業中は寝てばかりでした。

るか南。本心は分りませんが、とにかく、親許を離れ

大学受験を迎えたのですが、受験した四年制大学は

海を渡った孤島の独り暮らしが始まりました。

全部落第、しかたなく最後に受けた短大に入学しま
す。しかし短大時代に人生感を一変します。生まれて
初めて勤勉努力に欠ける自分に気づいたのです。生活
を改め、四年制大学 3 年次への編入に挑戦しました。
今も同じですが途中編入はどこの大学でも受験者が
殺到し難関です。
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辻

幸一郎さんの少青年時代（前ページ左欄から）

辻

受験した関東学院大学の編入試験科目は英語と小論

智太郎さんの少青年時代（前ページ右欄から）

リゾート気分、満開。

文。小論文のテーマは「旅行」でした。ここで、それ

真っ青な空、コバルトブルーの海。サンゴ礁に、色

までの豊富な人生経験が役にたったのでしょう。「人間

鮮やかな魚たち。高校 1 年生。寮の窓の外には雄大な

はいつもいる場所にいてはいけない」という書き出し

太平洋が広がっていました。高校 3 年間、たいへん貴

から、一気に書き上げた小論文。これが奏功して編入

重な経験でした。都内の高校では体験できないことば

試験に合格したと思います。必要な時は何でもやれる

かり。ネオンの代わりに無数の星、潮騒、潮の香り、

のだ、と自信もつきました。

満天に広がる青空。これが本当の自然です。

就職

「農業高校です。敷地は都内随一。開墾もされていな

変則学歴なので就職活動も風変わりです。転職者を

いジャングルも校内です。ユンボやブルドーザーやト

主な対象とする就職フェアに行きました。そこで、あ

ラクターで開墾もします。農薬や除草剤を使わず野菜

る医療機器商社の社長に出会い、気に入られ、唯一の

果物を作ります。収穫の時期がいちばんの楽しみ。畜

新卒者として採用されます。入社直後に多数の会社の

産も経験しました。子ブタの睾丸を取り出して、煮っ

新入社員集めた営業マン研修に派遣され研修成績一等

転がしにして食べます。それが豚の成長にいいんで

賞をとります。社長の信頼ますます篤く、新入社員な

す、睾丸を取るとき豚は、『ピー』って、島中に聞こえ

がら比較的自由な行動が許され楽しいサラリーマン生

る悲鳴で啼くのです。忘れられません」。

活でした。顧客の心をしっかりつかむ営業マンには天

鶏もしめた。人間が生きるための食材の生産を一か

与の素質があったようです。中学生の時から、学校外

ら知りました。ただ将来、「食」の仕事に就くとは思い

では様々な経験をしてきたことがベースになったのか

もしません。おかげで高校 3 年間、もっとたくましく

もしれません。幸せなサラリーマン時代でしたが、父

なり、学力も上がりました。高校卒業時には、なんと

上は「サラリーマンは３年やれ。でも５年以上やる

か大学進学も狙える成績になっていました。

な」と言いました。

就職、そして

父上は辻さんが 10 歳の時に大病をして、玄米菜食、

大学を卒業、就職したのは、スポーツ関係の会社で

身土不二の食生活により、健康体に戻った体験から食

す。在学中アルバイトをした縁で、そのままその会社

の大切さを実感し、当時まだ全然対応食品がなかった

へ就職し社員寮に入ります。そこは自炊ですが社業と

アレルギーの人むけに辻安全食品を立ちあげて苦労し

は別に、料理に熱中します。父の食事療法による健康

ていました。創業した事業を継がせたいとの思いでし

回復の記憶が根底にあったと思います。“栄養”“味”を満

ょう。自分で商売をやるための専門学校に通いまし

たし“健康”を実現する「カレーもどき」レシピ作りに本

た。その時は、はじめは自力で焼肉屋をやろうなどと

気で取り組みます。同僚を試食者としてやがて自信作

考えていました。でも時間はありませんでした。1998

にたどりつきます。それが「もうやんカレー」の原点

年、父親が倒れます。会社事業継承を決意し翌年、父

です。父の起業を見ていましたので、いつか商売をし

の会社に入社します。

ようとは思っていました。当時カレーショップ経営と
いう発想はまったくありませんでしたが。

辻健康食品（株）本社
松溪橋の北 50m

「CP ブログ」2014 年掲載のインタビューを編集しまし

ウェブサイト「飲食の戦士たち」2014 年掲載のインタビュー

た。原文は以下の URL でご覧になれます。

記事を編集しました。原文は以下の URL でご覧になれます。

https://blog.canpan.info/diversityt/archive/160

http://in-shoku.info/foodfighters/vol419.html
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§2-2 同窓生だより（2）
吉田 浩二さん（8 期）南阿蘇ダイアリー、2021 年春～、
1966 年 慶応義塾大工学部管理工学科卒、本田技術工業（株）入社
1986 年 同社退社後、セガエンタープライズなど主として IT 業務歴任、
1999 年 フリーランス IT エンジニアとして独立、現在むらせ（株）シス
テムアドバイザー、
南阿蘇市在住、趣味は登山、DIY、山仕事支援ボランティア、
吉田さんのフェイスブックより抽出掲載させていただきました。
https://www.facebook.com/koji.yoshida.733450

2021 年 3 月 10 日 · 椿咲く
何日か前から咲いては、しばらくすると落ちてしまう椿、今日
は好天に恵まれ、たくさん花が開きました。南阿蘇村がにわかに
春めきました。我が家は 2 種類の椿がありますが、下を見たらい
ろいろ花が咲き始めていました。両併川の橋のたもとの桜もほこ
ろび始めました。水仙、菜の花、大犬のふぐり、仏の座その他、
草木の花が春の到来を喜んでいます。本日は 53 回目の結婚記念
日でしたが、横浜と南阿蘇に分かれて、リモートでお互いの無事
を祝いました。今日も竹林へ出かけましたが、鶯の元気に鳴く声
に励まされて作業が捗りました。遅ればせながら確定申告しまし
たら、納付すべき税額は 0 とのこと、自分で計算したときは、2
万円弱の納税額が出たのですが、年金 400 万円未満、給与所得 20
万円未満は申告しなくて良いという特典があることを知りまし
た。役場まで足を運んで、何かご褒美みたいなものです。納税で
きないほど低所得ということなのですがね。村民税は払うようで
すが 4 月にお知らせがあるようです。今日は平日なので、焼酎は
控える日なのですが、結婚記念日を口実に、いただいた阿波のす
だち焼酎を口開けしました。
2021 年 3 月 19 日 · 水仙の春
A good memory of daffodil fields in Scotland
30 年前のこの時期に、仕事以外で初めて海外に行きました。
愛梨が高校を 1 年休学をして、9 月から留学する予定の学校から
面接をしますと知らせがありました。学校の春休みを使って、
ロンドンから西に行って、ウエールズの少し手前、ブリストル
という街の郊外（Cotswold)にあるウエストンバートという寮制
女子高です。この時点では、英語も片言なのに、面接はどうな
るかと思ったのですが、校長先生自ら時間をとってくださり、
留学したいというのは本人意思かどうかを確認するためでし
た。面接を終えてロンドンに戻り、ほっとしたところで折角だ
から夜行列車に乗ってスコットランド旅行をすることにしまし
た。私も仕事を離れて、娘と二人の旅行なら、行ったことのな
いスコットランドが良いと勝手に決めて、エディンバラの民宿
を拠点にネス湖や郊外のバードウオッチング・サンクチュアリ

5
ーなど 3 日程遊びました。ちょうど水仙の花が盛りの時で、あ
そこにもここにも咲き誇っていました。↗

→そして南阿蘇が今ちょうど同じように、我が家
にもそしてご近所のどこの庭にも、川のほとりに
も、畑の畔にも春を告げています。その光景から
30 年前のエディンバラの春の記憶が鮮やかに蘇り
ました。エディンバラで買ったトンボ柄のマグカ
ップ（陶器）も気に入って、長いこと大事に使っ
ていましたが、東日本大震災の時に壊れてしまい
ました。水仙の花の記憶は壊れることもなく、目
の前の花と溶け合っています。

2021 年 4 月 8 日 · 有機肥料を撒く
独り黙々と竹林作業をしていた一段上の耕地にトラクターがや
って来ました。運転していたのは、耕太さんでした。牛糞と藁を
発酵させた有機肥料を撒いて、田んぼ造りの始まりです。農閑期
に猪防御柵を張り巡らしてあります。私が整備した竹林は、猪の
住処と思われていました。それらしき穴を 2 つほど見かけました
が猪は見ませんでした。今年は、竹林を整備したことで猪の被害
がないことを祈っています。帰り道の途中で、芝桜を写してきま
した。帰宅後、カミさんが隣の田に咲いている赤白の花は何かと
聞かれ、見てきました。ゲンゲ（レンゲソウ）でした。人手をか
けた芝桜と野草のゲンゲと風情は異なりますが、どちらも季節を
感じました。

2021 年 4 月 18 日 · 加藤登紀子チャリティーコンサート
4/17 は、2 度コロナで延期されてしまった医師中村哲さん追悼
のチャリティコンサートが熊本県立劇場で行われました。加藤登
紀子さんは、以前より中村哲さんたちの活動を支援していました
が、中村哲さんの悲報に何かしなければと昨年 3/27 に企画したの
ですが、コロナで開けず、10 月に延期したもののそれも果たせ
ず、3 度目で実現しました。登紀子さんご指名で愛梨も裏方とし
て参加することになり、熊本空港でお迎えしました。その後開場
までの時間を久しぶりの市内でしたので、途中でおろしてもらい
孫の連蔵が入学した、九州学院のブラウン・メモリアル・チャペ
ルを見学しました。説明を読んだら、これがウイリアム・メレ
ル・ヴォーリズの設計でした。何年前か忘れましたが、藤井絢子
さんがリードしていた「菜の花プロジェクト」のイベントに愛梨
達と滋賀県へ行った際、近江八幡を散策してヴォーリズ記念館を
始め、彼の設計した建物のいくつか見たことを思い出しました。
近江兄弟社を作り、メンソレタームを広めたりもした人です。そ
して会場の県立劇場へ来て、中に一歩入ると、カミさん曰く建築
の格が違うとのことです。何やら携帯でチェックして、やはりそ
うだった！これは有名な建築家、東京文化会館を設計した前川国
男さんの作品だったと嬉しそうに眺めまわしていました。カミさ
んが熱く語るル・コルビジェのお弟子さんだそうです。チャリテ
ィコンサートの余禄として、二人の著名建築家の作品に接するこ
とが出来ました。十分なコロナ対策が配慮され、座席も一つ置き
でした。チャリティは第一部のトークショウには館長の姜尚中さ
んも登壇されました。勿論第二部の加藤登紀子さんも追悼にふさ
わしい曲を揃え、哲さんのメッセージを共有できたと感じまし
た。久しぶりに文化・教養の時間を楽しみました。感謝！
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2021 年 5 月 30 日 · シルバーガードマン
This morning I was engaged as a silver guardian with rookie
ducks in the field.
今朝は O2fam の所用が立て込んで、2 日前に田んぼに配属
されたルーキー合鴨が、カラスに襲われないように、急遽 2 時
間ほど見守りを臨時で頼まれました。今回田に放たれた最後の
グループです。人の気配が近くにあれば、カラスも襲わないら
しく、暇な老人にはうってつけの役割です。合鴨の動きを見て
いると、１，２羽グループの動きについて行けないのかついて
行きたくないのか少し距離を置いています。こういうのがカラ
スに狙われるのでしょうか。私も日の丸幼稚園に通っていた
時、皆と一緒に何かするのが嫌いで、お遊戯など離れて見てい
る方でしたので、ちょっと笑いが出ました。ちょうど良い機会
なので、野草などを見たりして、キツリフネかなと思ったの
に、同じような白い花があるので違うのかもしれません。
BIOME というアプリがあって、教えてくれるようなので、
試してみます。川岸に桑の実のようなものが見えましたが、私
が桑畑でみた樹とは少し感じが違うようで、これもチェックし
なければと思い、役目を終えて、竹林作業に行きました。今日
で気になっていた一角を仕上げたので、明日は我が家のはびこ
った草取りをします。気持ちよく晴れた日の夕方、外輪山を眺
めながら、久しぶりに篠笛を練習しました。たまにしか音をだ
さないので、ちっとも上達しないのですが、自分が楽しめれば
いいやと開き直っています。

2021 年 6 月 20 日 · 炭焼機の下見
炭焼き機の見積もりが、少し考えていたより高く、躊躇して
いるところに、知り合いの方が譲っても良いよと言う情報をキ
ャッチして愛梨に伝えてくださった方と一緒に、まず見てみよ
うという話がまとまり、本日現地へ出かけました。
生憎父の日で、お子様が親孝行な方で、ご当人はお子様たち
と外出され不在でしたが、勝手に見るお許しをいただき、どこ
をどう通ったか分からない道を NK さんのナビでたどりつきま
した。
予想したより余程本格的な炭焼き機で、扱いきれるか心配に
なりました。譲り受ける話を進める前に、この場所で実際に教
わりながら一度炭づくりを体験してからにしてはどうかと言う
のが本日の実地検分の結論です。お留守の家の周りを見ると、
珍しい竹が生えていたり、ヤマボウシの大木があったり、素敵
な門構えがある大したお宅でした。たまたま紅茶ワークショッ
プの指導に竹田市から娘の仲間のお父さん、仏像彫刻家早瀬さ
んが見えておられ、そのままなんとお櫃の我が家に１泊して、
楽しい話を交わすことが出来ました。何もおもてなしは出来ま
せんでしたが、3 年前に飯能市から移住され、古民家を譲り受
け、”蔵まど”というギャラリーを開いたり、紅茶作りを楽しん
だり、都会から移住して老後生活をエンジョイする同志として
交流したいと願っています。
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2021 年 8 月 28 日 ・・土曜の夕べは居酒屋コージ
久々の夏日なのに竹林へ行かず、先送りしたクライアントへの
月次レポートに取り組もうとしたのは、10 時から娘がライブで送
るファームツアーを見たかったからでした。その動画は電波がブ
ツブツに途切れて、気の毒に折角伝えたかった農家とイノシシ獣
害の現場が中途半端になってしまいました。
年金生活を少し補ってくれるシステムアドバイザーの仕事は、
月中、月末とクライアントのシステム部員・管理本部長と zoom
で面談をして、月次レポートにまとめることです。お茶坊主にな
らないように、辛口のレポートを心がけていますが、度が過ぎる
と仕事を失うので難しいところです。とも角原稿は仕上げ、1 日
か 2 日眺めて毒気を抜きます。
一区切りつけ屋外の空気を吸いに行きました。夏の花は少な
く、サルスベリ（百日紅）が好きです。紅・白と写しました。鶏
頭も目につきました。戻ってきたらカフェの旗がはためいて、氷
のサインを見たら、普段甘いものを控えているのに、頭を使った
からかかき氷が欲しくなり、村民価格でブルーベリーアイスを注
文してしまいました。先日読んだ「老いる勇気」の後、韓国の 40
歳直前で気がついたという人の「あやうく一生懸命生きるところ
だった」を読んで、この 2 冊の言いたいことがつながっていると
思いました。
さて、土曜日はストロング・スピリッツの解禁日です。昨日で
味を占めたニジマス一夜干しがもう一尾あり、それを焼き、後は
手抜きで、乾きものの豆 3 種、ベビーチーズ、合鴨のスモーク、
冷や奴、キュウリとキムチ、具たくさん汁を用意して、5 時半に
居酒屋コージを開きました。カミさんが誕生祝いにくれた炭酸水
を作る秘密兵器があるので、焼酎とウイスキーの異色ハイボール
が目玉です。浅草のカミヤバーの電気ブランを思い出しながら、
今日も良い日になりました。

2021 年 10 月 6 日 ·働き方
自分の我が儘で転職したのが 3 回、リストラされたのが 2 回
と、一貫して IT エンジニア/マネジャーですが、落ち着きのな
い働き方でした。転職の動機を聞かれましたが、初めはお金に
つられ、次は頭がつかえた時に辛抱しなかった、そして最後は
見込み違いが分かって見切りをつけたのでした。一般的には、
働きがい、働きやすさ、心身コンディションのどれかが崩れた
ときかなと思いますが、一人一人の人生ですから、何か迷って
も決めるのは本人と思います。会社サイドから考えると、適当
に新陳代謝がある方が活気が出るのかもしれません。こんな本
が目につきました。
「辞める人・ぶら下がる人・潰れる人」さて、どうする？
そして、会社の継承（貞観政要のリーダー学）とかリーダー論
とか困った人たちとのつきあい方など、会社人が遭遇する諸問
題について、少しまとめて読んでみました。自覚がなかったので
すが自分が「困った人」の一つのタイプに属していました。癇
癪持ちです。周りは被害を受けていたはずです。済みません。
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§3 同窓会賛歌
2022 年 3 月 5 日、24 日、31 日、朝日新聞朝刊の読者投稿ページ「声」、の抄録です。

卒業 50 年

故郷信州同窓会、原点共有の

「だ～れが生徒か

安心感、そこしかない！

先生か」私 65 才、先生は？才

感、とつながる安心感。原点
の
憎きあいつ

不幸も失敗も乗り越えや

今や別人だっ

ってきた「心優しき人の

た。会えてよかった！

集まり」

成功者の集まり？

「孫」
「ペット」
「病気」

誤解だった。

の話、しない。

コロナで「往復はがき同窓会」

疲れたら戻れる港

§4 会計報告
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（2021 年 11 月 2 日、同窓会ニュース 13 号）・・・・・・・・・・・ ・\406,691
2 2021 年 11 月 2 日～2022 年 5 月 13 日の収支
収入・・・\ 2（内訳：2022 年 4 月 1 日 利子￥2）
支出・・・\ 0
3 2022 年 5 月 13 日現在残高

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

\406,693

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(*)。また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。
(*) ご希望者へ印刷物（縮小版）郵送も致します。
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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