
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

砧のひびき  

世田谷区、砧地区(砧・大蔵・岡本・砧公園)の人口・世帯数統計 

 令和 4 年 8 月 1 日現在 人口(前年同月比) 総世帯数(前年同月比) 

世田谷区 917,195 人（↓1847） 492,328 世帯（↑987） 

砧地区 42,559 人（↑210） 20,413 世帯（↑263） 

世田谷区のホームページでもご覧になれます。 

『砧のひびき』「砧地区ミニコミ」で検索してください。 

 

祝！砧小学校創立 
１２０周年 

発行日 令和 4 年 9 月 7 日 

前号の増減数に誤りがありました。 

開催予定のイベントについては、状況によって中止となる可能性があります 

秋のイベントのお知らせ 

●大蔵氷川神社大祭 (大蔵本村睦会) ●石井戸祭（石井戸会）  

●横根稲荷神社大祭 (大蔵東部町会) ●世田谷市場まつり (一般社団法人世田谷市場協会) 

●蔵祭り(砧工房)    ●友愛ふれあい祭り (社会福祉法人 友愛十字会) 

関係者の皆様から周年行事の内容や小学校時代の思い出を寄稿していただきました。ありがとうございました！ 

●岡本八幡神社祭礼 (岡本自治会) 10 月 2 日（日）役員による式典のみ。 

 

 

120 周年関係記念行事は、9 月 21 日に校庭で全校児童人文字を作り航空写真撮

影。10 月 4 日記念児童集会、11 月 19 日記念式典・祝賀会、1 月 20 日・21 日記

念展覧会という予定です。 

創立 120 周年の節目に、記念行事を通して、学校・地域の歴史に対する理解や感

謝の気持ちを深め、児童が主体的に学校を創造していこうとする誇りや愛校心を育て

ることをねらいとしています。また、児童や教職員、保護者の皆様や同窓会、地域の 

思いやりのある子ども すすんで仕事をするこども 

 よく考える子ども からだをきたえる子ども 

↑砧小学校のシンボル、百年桜 

中止 

開催予定 

（編集委員 石井戸会 林 宏実） 

 

砧小学校創立 120 周年おめでとうございます。1970 年 4 月、私が 5 年生の時に

転校で初めて砧小学校の門を潜りました。それが私と砧小学校との繋がりの始まりで

す。その日も校庭には桜の花が満開でした。当時はまだ百年桜ではなく樹齢 70 年桜

ですが、そのように名前は、付いていませんでした。卒業後、一旦は砧小とも縁遠くな

りましたが、大人になり自分の子どもたちが砧小学校にお世話になり、再び繋がるよ

うになりました。120 周年の今年も関わりを持たせて頂いております。 

52 年前から幾星霜の時が流れ、目まぐるしく変化していく社会の中で、この砧小は松山下校庭に幼稚

園が出来たり多少の変化はありましたが、大きな変貌はないと思います。百年桜、校庭西側の崖の上の松

の木とそこから見える富士山も砧小でしか見れない変わらぬ絶景スポットです。砧小にはこうした自然の

風景が変わらずに残されています。そして何よりも変わらないのは、この風景を見ながら育つ砧っ子たち

の心の育ちでしょう。砧小で育つ児童は皆素直なまま育ち、大人になっても地域を愛し、地域で生きる人

を愛する純粋な人たちです。これから先もこの砧小で学び育つ子どもたちが純粋な人間として成長するこ

とを願いお祝いの言葉といたします。  青少年砧地区委員会会長・砧小学校学校評議員 宇佐美 武志 

 

私は昭和 23 年 3 月の卒業ですが、終戦の翌年中国から引き揚げてきましたので、

砧小には 4 年生の 2 学期から、約 2 年半在籍しました。当時は、現在の明正小、山

野小、砧南小等が開校していなかったので、１クラスが 50 人以上、１学年 200 人

以上でした。休み時間などは校庭も教室も子供達であふれていた感じがします。 

 給食も最近のメニューとくらべると、簡単で貧しい内容でしたが、おいしく食べた

記憶があります。その他運動会や遠足などの学校行事も楽しい思い出として残ってい

ます。今はコロナ禍でクラス会も中断していますがクラスの仲間達と会うのを楽しみにしています。砧小

の周年行事が今後も末ながく続くことを願っています。 

 

←砧小学校の校章 

砧（布をたたく道

具）と布がモチー

フとなっています 

←砧小学校の昇降

口にある狸の置物 

タイムカプセルに

もなっています 

●世田谷清掃工場環境フェア 2022(世田谷清掃工場) ※詳細につきましては区のお知らせをご覧ください。 

●三峯神社例大祭 (砧町町会・法人格砧町自治会) 10 月 2 日（日）役員による式典 

トラックによる神輿巡回・奉納演芸 ※模擬店、子ども神輿はありません。 

砧小学校校長 神田 光子 

194 名の卒業生と共に砧小を卒業したのは、昭和 47 年 3 月です。当時は、全校

児童が約 1500 人、33 学級の大規模校でした。現在の校舎の他に、裏の畑や体育館

への通路にも木造校舎がありました。現在幼稚園の園舎のあるところは、「松山下」と

呼び、第 2 校庭として、遊び場や体育をする場所でした。現在ことばの教室のあたり

にあった 6 年生の教室から「松山下」まで、毎日のように遊びに出ていました。当時

の遊びといえば、ドッジボール、キックベースなど、今の子ども達と変わりませんが、 

 「松山下」で自由に体を動かしていました。 

世田谷通り脇にあるトンネル門も、使われなくなり随分と月日がたち、あの上にあった校舎もかすかな

記憶になりつつあります。100 年桜も、今思えば私が在校したころが、1 番力強かったのかもしれませ

ん。卒業して 50 年後、わずか 2 年ですが、母校である砧小の校長に着任したことは、何にも代えがた

い時間とすることができました。その２年間に出会うことができた先輩、後輩、同級生、そして、保護者・

地域の皆様に感謝です。               

砧小学校第 70 回卒業生 寺村 尚彦 千歳台小学校校長(砧小学校前校長)・ 

「お師匠様は踊らせたい」劇場編 

 今から 50 年ほど前、当時６年生（？）の時に、各クラス代表の一人として「学芸

会」（だと思う）で、男子は「黒田節」、女子は「古城」を踊ることになった。  

 放課後、舞踏の師匠宅へ何日も通い練習し、６人が音楽と型を合わせる動作に苦労

した。「学芸会」当日、「トリ」が女子で「大トリ」を男子が務め、無事ミスもなく大喝

采を浴び終了。 

   「やっと終わった～！！」と思いきや師匠より「新宿の劇場で開催の舞

踏発表会に参加する」と言われ、みんな唖然。「聞いてないよ～💦」 

 発表会当日、何百人の前での踊りは、「学芸会」以上に緊張の連続。扇子

を片手で持ち返す「難易度 E 技」を６人全員成功させ、見事踊り切った。 

 大劇場で踊るという、誰もが経験できない想定外のプチエピソードであ

り、私の小学校生活で一番心に残った思い出である。 

（注：記憶が曖昧で内容に誤りがあるかもしれません） 

大蔵東部町会会長・砧小学校第 70 回卒業生 安藤 久信 

舞踏発表会の様子 
右端が安藤久信さん 

砧小学校教育目標 

皆様が一体となって伝統を継承し、発展に向けて信頼関係を深められることを願います。 

砧小学校創立 120 周年実行委員会委員長 安藤 満生 



 

 
 
 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

【水害時避難所】（２段階に分けて避難所を開設） 

  

      

 

【震災時避難所】（３段階の避難） 

 

 

「台風・大雨」と「地震」の際の避難場所は同じではありません。 

再確認！ 

←三本杉陸橋は、多

くの車両が行きかう

交通の要所です。 

こちらの信号機は「防災対応

型」です。大地震が発生した際

の交通規制に対応する特殊な機

能を備えているそうです。 → 

横根稲荷神社は、旧世田谷通りか

ら少し入った高台にあります。近

くに谷戸川が流れています。 → 

 「杉が火をふいた！」「大杉の根元がぱっくり開いて、血を出した！」世田谷村と用賀村のさかいに

新道を作るため、ご先祖が植えた杉の木を切り倒していたときのことです。「杉の精が怒った！村にも

家にもたたりが必ずおこる！」「おらはいやだ！杉を育てた昔の村人に申し訳ない。もう、まっぴら

だ！」と、木を切るために雇われた百姓たちは作業をやめてしまいました。お役人はたいそう怒り

「百姓が作業をなまけるための作り話だ！」と言いましたが、誰も作業に行きません。 

ある日、村の名主が大杉の倒されたところに行くと、どこからか声がします。耳をすますと「三本

だけ残しておくれ…」と、かすかに聞こえます。それは「風はな」に乗った杉の霊のことばだったの

です。さっそくお役人にお願いして、三本だけは残すことにしてもらいました。世田谷と用賀の村さ

かいの三本杉は、「父杉」「母杉」「子ども杉」と名づけられ、新道のかたわらにすくすくと育ち、村人

いかがでしたか？どちらも良いお話ですね。いにしえの「三本杉」に思い

をはせながら、ぜひ「横根稲荷神社」にお詣りください。 

横根を愛する方々に、今も大切に守られているお稲荷さまです。  

                                   
↑横根稲荷神社（大蔵１－６－２０） （砧町町会 松原 利枝） 

耳をすませば「砧の音」～「三本杉」の由来編～ 

令和４年度「第４４回世田谷区たまがわ花火大会」（川崎市と共催）は、新型コロナウイルス感染

拡大のため、会場における安心・安全の確保が困難であることから、一昨年に引き続き、開催を見送

ることに決定いたしました。 

なお、代替イベントとして「たまがわスカイランタン＆ミニ花火フェスティバル」を 10 月 1 日に、

二子玉川緑地にて開催いたします。詳細につきましては、区のお知らせをご覧ください。 

 
～令和４年度世田谷区たまがわ花火大会の開催中止に伴うお知らせ～ 
 

 生活の中でお困りのことがあれば、 

砧まちづくりセンター、砧あんしんすこやかセンター、社会福祉協議会(砧地区事務局)へ。 

全て同じ建物内にあります。〒157-0073 世田谷区砧5-8-18 

 
砧まちづくりセンター     ＴＥＬ 03-3417-3405  ＦＡＸ  03-5494-7016 

砧あんしんすこやかセンター  ＴＥＬ 03-3416-3217  ＦＡＸ 03-3416-3250 

社会福祉協議会砧地区事務局  ＴＥＬ 080-9418-7736  ＦＡＸ 03-4330-1226 

令和４年度「第１４回砧まちづくりふれあいひろば」中止のお知らせ 

令和４年度「第１４回砧まちづくりふれあいひろば」は、新型コロナウイルス感染拡大のため、会

場における安心・安全の確保が困難であることから、一昨年、昨年に引き続き、開催を見送ることに

決定いたしました。 

震災の様子を見る場合は

一時集合所  

→近くの公園 広場等 

一時集合場所が危険にな

った場合は広域避難場所 

→砧公園・大蔵運動公園

一帯、多摩川河川敷等 

自宅での居住が困難な場合は

指定避難所  

→山野小学校 砧小学校 

砧南中学校 砧南小学校等 

台風接近・通過の前日までに

開設する第１次避難所 

→山野小学校 

台風接近・通過の当日(暴風雨前)に開設する第２次避難所 

→区立総合運動場体育館、区立大蔵第二運動場体育館、

砧小学校、日大商学部 

※野川・仙川にはん濫の恐れがある時の避難所は、砧南中学校・氷川神社・鎌田区民センターです。 

警戒レベル 4 の「危険な場所から全員避難」の指示が出たとしても、必ずしも避難場所に行く必

要はありません。安全な場所に避難すればいいのです。 

危険な場所でなければ自宅でも、ホテルや親類宅・知人宅でも構いません。 

・[自主避難] 自身で宿泊施設等を予約して確保する 

・[縁故避難] 浸水のおそれがない家族や親戚、友人の家に避難する 

・[在宅避難] 自宅に浸水や倒壊等のおそれがない場合は、避難所を利用せず自宅で過ごす 

～水害時に避難所を利用する以外の避難方法～ 

「横根稲荷神社」は旧世田谷通りを南に上がったところにある静謐なたたずまいの神社です。旧横根

村の鎮守として、昔から皆の信仰のよりどころになっていました。横根稲荷神社の境内に、かつて杉

の木があり、その根元には大きな「空洞」があり、上部は「三又」に分かれていたそうです。それゆ

えに、横根稲荷は「三本杉のお稲荷さま」と呼ばれていたそうです。「三本杉」とは、杉の木が３本あ

ったのではなく、１本の杉の木が三又に分かれていて３本あるように見えた、ということなのです。 
 

 

ところが…。「本当に杉の木が３本あった！」という民話があること

を、大蔵東部町会の方々から教えていただきました。その民話「三本杉

はよいお杉」は、このようなお話です。 

 

にも旅の人にも大切にされました。 

環状八号線と世田谷通りの交差点のことを「三本杉陸橋」と呼びます。付近には「三本杉」という

名のバス停もあります。では、この「三本杉」という地名はどこに由来するのでしょうか？ 

 

諸説あるようですが、私が聞いてきたのは、「横

根稲荷神社」にまつわるお話です。 

「砧のひびき」は世田谷区のホームページでもご覧になれます。 

※掲載内容の概要は音声読み上げにも対応しています。 

発行者：砧のひびき編集委員会 【事務局】砧まちづくりセンター 

砧のひびき 検索 


