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ふるさとふるさとふるさとふるさと会活動会活動会活動会活動ごごごご報告報告報告報告    

    

    

会会会会    長長長長（（（（高松市観光大使高松市観光大使高松市観光大使高松市観光大使））））    

池田池田池田池田    克彦克彦克彦克彦    

 仲秋仲秋仲秋仲秋のののの時期時期時期時期となりましたとなりましたとなりましたとなりました

がががが如何如何如何如何おおおお過過過過ごしでしょうかごしでしょうかごしでしょうかごしでしょうか。。。。今年今年今年今年のののの夏夏夏夏はははは冷夏気冷夏気冷夏気冷夏気

味味味味でででで台風台風台風台風もももも例年比例年比例年比例年比べべべべ多多多多くややくややくややくやや大型大型大型大型ですですですです。。。。さてさてさてさて平平平平

素素素素からふるさとからふるさとからふるさとからふるさと会会会会へのごへのごへのごへのご支援誠支援誠支援誠支援誠にににに有難有難有難有難うううう御座御座御座御座

いますいますいますいます。。。。前号前号前号前号にににに続続続続きききき町便町便町便町便りとりとりとりと活動報告活動報告活動報告活動報告をさせてをさせてをさせてをさせて

戴戴戴戴きますきますきますきます。。。。    

１１１１．．．．香川県情報誌香川県情報誌香川県情報誌香川県情報誌    夏号夏号夏号夏号にににに““““光光光光りあふれるりあふれるりあふれるりあふれる香川香川香川香川

のののの夏夏夏夏””””でででで徳島県徳島県徳島県徳島県のののの県境讃岐山脈県境讃岐山脈県境讃岐山脈県境讃岐山脈のののの「「「「大滝山大滝山大滝山大滝山」「」「」「」「大大大大

麻山麻山麻山麻山」「」「」「」「高鉢山高鉢山高鉢山高鉢山」」」」のののの山遊山遊山遊山遊びびびび紹介紹介紹介紹介とととと「「「「塩江温泉塩江温泉塩江温泉塩江温泉：：：：

竜王山竜王山竜王山竜王山：：：：行基行基行基行基のののの湯湯湯湯：：：：奥奥奥奥のののの湯温泉湯温泉湯温泉湯温泉」」」」とそばとそばとそばとそば打打打打ちちちち・・・・

竹細工竹細工竹細工竹細工のののの体験体験体験体験、、、、内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔のののの滞在型宿泊施設滞在型宿泊施設滞在型宿泊施設滞在型宿泊施設にににに

よるよるよるよる農業農業農業農業・・・・陶芸陶芸陶芸陶芸などのなどのなどのなどの体験紹介体験紹介体験紹介体験紹介がされがされがされがされましましましましたたたた。。。。    

２２２２．．．．会会会会のののの活動活動活動活動    

１１１１））））4444月月月月 10101010日日日日～～～～12121212日首都圏日首都圏日首都圏日首都圏・・・・関西圏関西圏関西圏関西圏からからからから約約約約 100100100100

名名名名、、、、塩江塩江塩江塩江・・・・内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔のののの体験型施設体験型施設体験型施設体験型施設セカンドスセカンドスセカンドスセカンドス

テージテージテージテージにににに““““モニターツァーモニターツァーモニターツァーモニターツァー””””（（（（訪問訪問訪問訪問・・・・施設体験施設体験施設体験施設体験））））

をををを実施実施実施実施ししししましましましましたたたた。。。。    

２２２２））））4444月月月月 25252525日都内市谷日都内市谷日都内市谷日都内市谷グランドヒルグランドヒルグランドヒルグランドヒルでのでのでのでの東京東京東京東京・・・・

別海別海別海別海ふるさとふるさとふるさとふるさと会総会会総会会総会会総会にににに参加参加参加参加ししししましましましましたたたた。。。。    

３３３３））））7777 月月月月 25252525 日日日日サッポロビールサッポロビールサッポロビールサッポロビール千葉工場千葉工場千葉工場千葉工場でのでのでのでの根根根根

室室室室：：：：別海別海別海別海ふるさとふるさとふるさとふるさと納涼会納涼会納涼会納涼会にににに参加参加参加参加しましましましましたしたしたした。。。。    

４４４４））））9999月月月月 5555日日日日～～～～6666日首都圏日首都圏日首都圏日首都圏・・・・九州九州九州九州からからからから 18181818名名名名、、、、セセセセ

カンドステージカンドステージカンドステージカンドステージにににに““““稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり・・・・びわびわびわびわ（（（（琵琶琵琶琵琶琵琶））））灸灸灸灸

ツァーツァーツァーツァー””””をををを実施実施実施実施ししししましましましましたたたた。。。。    

５５５５））））9999 月月月月 26262626 日横浜市日横浜市日横浜市日横浜市こどものこどものこどものこどもの国国国国でのでのでのでの根室根室根室根室：：：：別別別別

海海海海ふふふふるさとるさとるさとるさと会秋刀魚祭会秋刀魚祭会秋刀魚祭会秋刀魚祭りにりにりにりに参加参加参加参加しましたしましたしましたしました。。。。    

特集特集特集特集    ふるさとふるさとふるさとふるさとをををを訪訪訪訪ねてねてねてねて    
会会会会    長長長長    池田克彦池田克彦池田克彦池田克彦    

 このこのこのこの 9999月月月月にににに四国新聞四国新聞四国新聞四国新聞にもにもにもにも取取取取りりりり上上上上げられましたげられましたげられましたげられました

がががが、、、、4444 月月月月ののののセカンドステージモニターツァーセカンドステージモニターツァーセカンドステージモニターツァーセカンドステージモニターツァーにににに

引引引引きききき続続続続きききき、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏からからからからふるさとふるさとふるさとふるさと塩江塩江塩江塩江にににに稲刈稲刈稲刈稲刈りとりとりとりと

びわびわびわびわ灸灸灸灸ツァーツァーツァーツァーでででで訪訪訪訪ねねねねましたましたましたました。。。。これはこれはこれはこれは年度年度年度年度計画計画計画計画のののの

実行実行実行実行でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、大都会大都会大都会大都会にににに住住住住んでいるんでいるんでいるんでいる人人人人がががが稲稲稲稲刈刈刈刈りりりり

をををを体験体験体験体験するするするする事事事事はははは、、、、米食米食米食米食をををを基本基本基本基本にしているにしているにしているにしている日本人日本人日本人日本人

としてとしてとしてとして感慨深感慨深感慨深感慨深いものいものいものいものがあるがあるがあるがある様様様様なななな気気気気がしますがしますがしますがします。。。。今今今今

回回回回注目注目注目注目したのはしたのはしたのはしたのは「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」でしたでしたでしたでした。。。。小生小生小生小生、、、、慢性慢性慢性慢性

のののの肩凝肩凝肩凝肩凝りがひどくりがひどくりがひどくりがひどく、、、、あれこれあれこれあれこれあれこれ手手手手をををを尽尽尽尽くしましたくしましたくしましたくしました

がががが時間時間時間時間がないがないがないがない事事事事もありもありもありもあり、、、、有効有効有効有効なななな施術施術施術施術をみをみをみをみつけるつけるつけるつける

事事事事ができずができずができずができず困困困困っておりましたところっておりましたところっておりましたところっておりましたところ、、、、会員会員会員会員からからからから、、、、

都内杉並都内杉並都内杉並都内杉並のののの無憂扇豊海無憂扇豊海無憂扇豊海無憂扇豊海のののの「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」のののの施術施術施術施術とととと普普普普

及活動及活動及活動及活動をされているをされているをされているをされている武藤先生武藤先生武藤先生武藤先生をををを紹介受紹介受紹介受紹介受けましけましけましけまし

たたたた。。。。当初当初当初当初はははは失礼失礼失礼失礼ながらながらながらながら情報情報情報情報ががががあまりないあまりないあまりないあまりない事事事事からからからから

胡胡胡胡散臭散臭散臭散臭いいいい感感感感じをじをじをじを持持持持っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、数回足数回足数回足数回足をををを運運運運

ぶにつれぶにつれぶにつれぶにつれ本物本物本物本物としてとしてとしてとして認識認識認識認識するするするする様様様様になりましたになりましたになりましたになりました。。。。

びわのびわのびわのびわの粉粉粉粉をををを 40404040 度度度度よりよりよりより少少少少しししし高高高高いいいい温度温度温度温度にににに温温温温めてめてめてめて患患患患

部部部部にあててにあててにあててにあてて揉揉揉揉むむむむ事事事事のののの繰繰繰繰りりりり返返返返しししし施術施術施術施術するするするする方法方法方法方法でででで

すすすす。。。。琵琶琵琶琵琶琵琶のののの葉葉葉葉とととと粉粉粉粉のののの効能効能効能効能はははは高高高高くくくく、、、、医学論文医学論文医学論文医学論文にもにもにもにも

発表発表発表発表されされされされ、、、、ここここのののの治療治療治療治療法法法法ははははおおおお釈迦様釈迦様釈迦様釈迦様のののの時代時代時代時代までまでまでまで遡遡遡遡

るとるとるとると聞聞聞聞いておりますいておりますいておりますいております。。。。このこのこのこの「「「「びわびわびわびわ：：：：琵琶琵琶琵琶琵琶」」」」をふをふをふをふ

るさとるさとるさとるさと塩江塩江塩江塩江にににに根付根付根付根付かせかせかせかせ、、、、町町町町のののの振興振興振興振興にににに少少少少しでもしでもしでもしでも役役役役

にたてればとのにたてればとのにたてればとのにたてればとの思思思思いですいですいですいです。。。。琵琶琵琶琵琶琵琶をををを栽培栽培栽培栽培しししし粉粉粉粉をををを販販販販

売売売売するするするする、、、、或或或或いはいはいはいは、、、、滞在施設滞在施設滞在施設滞在施設でででで農業農業農業農業・・・・林業林業林業林業・・・・観光観光観光観光

のののの体験体験体験体験をををを行行行行いいいい温泉温泉温泉温泉とびわとびわとびわとびわ灸灸灸灸ががががコラボコラボコラボコラボしたしたしたした「「「「安安安安らららら

ぎとぎとぎとぎと癒癒癒癒しのしのしのしの里里里里」」」」作作作作りがりがりがりが出来出来出来出来ればとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。そそそそ

のののの様次第様次第様次第様次第でででで、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏からからからから参加参加参加参加頂頂頂頂いたいたいたいた方方方方々々々々ととととセカセカセカセカ

ンドステージンドステージンドステージンドステージのののの関係者及関係者及関係者及関係者及びびびび、、、、びわびわびわびわ灸灸灸灸のののの無憂扇豊無憂扇豊無憂扇豊無憂扇豊

海海海海のののの武藤先生武藤先生武藤先生武藤先生・・・・萬田先生萬田先生萬田先生萬田先生・・・・阿部先生阿部先生阿部先生阿部先生にはにはにはには厚厚厚厚くくくく御御御御

礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。今後今後今後今後はははは更更更更なるびわなるびわなるびわなるびわ灸灸灸灸のののの普及普及普及普及

でででで、、、、無憂扇豊海無憂扇豊海無憂扇豊海無憂扇豊海のののの諸先生方諸先生方諸先生方諸先生方のごのごのごのご指導指導指導指導をををを頂頂頂頂きききき、、、、ふふふふ

るさとるさとるさとるさと塩江塩江塩江塩江にににに「「「「安安安安らぎとらぎとらぎとらぎと癒癒癒癒しのしのしのしの里里里里」」」」のののの実現実現実現実現にににに微微微微

力力力力をををを尽尽尽尽くすくすくすくす事事事事がががが出来出来出来出来ればとればとればとればと思思思思いますいますいますいます。。。。        

塩江塩江塩江塩江のののの古民具古民具古民具古民具    

    

    

高松市塩江高松市塩江高松市塩江高松市塩江支所支所支所支所        

吉吉吉吉廣廣廣廣    保夫保夫保夫保夫    

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと    稲刈稲刈稲刈稲刈りとりとりとりと琵琶琵琶琵琶琵琶

灸体灸体灸体灸体験験験験ツアーツアーツアーツアー」」」」にごにごにごにご参加参加参加参加されされされされ

ましたましたましたました皆様皆様皆様皆様，，，，琵琶灸琵琶灸琵琶灸琵琶灸パワーパワーパワーパワーでででで益益益益々々々々元気元気元気元気におにおにおにお過過過過ごごごご

しのこととしのこととしのこととしのことと推察推察推察推察いたしますいたしますいたしますいたします。。。。またまたまたまた，，，，皆様皆様皆様皆様がおがおがおがお越越越越

しのしのしのしの頃頃頃頃はははは９９９９月月月月のののの初旬初旬初旬初旬でしたのででしたのででしたのででしたので，，，，山里山里山里山里のののの塩江塩江塩江塩江とととと

はははは言言言言ええええ，，，，残暑残暑残暑残暑のののの厳厳厳厳しいしいしいしい折折折折でしたでしたでしたでした。。。。手作業手作業手作業手作業でのでのでのでの稲稲稲稲

刈刈刈刈りはさぞりはさぞりはさぞりはさぞ大変大変大変大変であったかとであったかとであったかとであったかと思思思思いますいますいますいます。。。。昔昔昔昔のののの田田田田

植植植植えやえやえやえや稲刈稲刈稲刈稲刈りはりはりはりは，，，，機械機械機械機械がががが発達発達発達発達していなかたためしていなかたためしていなかたためしていなかたため

，，，，手作業手作業手作業手作業でででで，，，，隣近所隣近所隣近所隣近所やややや親戚親戚親戚親戚のののの人人人人たちがたちがたちがたちが，，，，協力協力協力協力しししし

合合合合ってってってって行行行行っていましたっていましたっていましたっていました。。。。腰腰腰腰をををを曲曲曲曲げてのげてのげてのげての作業作業作業作業でしでしでしでし

たのでたのでたのでたので大変大変大変大変であったとであったとであったとであったと思思思思いますいますいますいます。。。。私私私私のののの家家家家ではではではでは，，，，

もうもうもうもう四十年四十年四十年四十年もももも前前前前にににに稲作稲作稲作稲作をををを止止止止めてしまいましためてしまいましためてしまいましためてしまいました

のでのでのでので，，，，そのそのそのその苦労苦労苦労苦労はははは余余余余りりりり知知知知らずにらずにらずにらずに過過過過ごしましたがごしましたがごしましたがごしましたが

，，，，田植田植田植田植ええええ用用用用ののののジョウギジョウギジョウギジョウギはまだはまだはまだはまだ納屋納屋納屋納屋にににに眠眠眠眠っておりっておりっておりっており

ますますますます。。。。    

    塩江地区塩江地区塩江地区塩江地区コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ協議会協議会協議会協議会ではではではでは，，，，今年度今年度今年度今年度かかかか

らららら古民具古民具古民具古民具のののの収集収集収集収集をををを行行行行っておりっておりっておりっており，，，，町内町内町内町内のののの方方方方からからからから無無無無

償償償償でででで提供提供提供提供をしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいておりますをしていただいております。。。。農耕用具農耕用具農耕用具農耕用具

ではではではでは，，，，牛牛牛牛のののの餌餌餌餌やりにやりにやりにやりに使使使使ったったったったカイバキリカイバキリカイバキリカイバキリやややや牛牛牛牛にににに引引引引

かせたかせたかせたかせたウシンガウシンガウシンガウシンガ，，，，縄縄縄縄をををを編編編編むむむむ縄縄縄縄ナイキナイキナイキナイキ。。。。炊事用具炊事用具炊事用具炊事用具

ではではではでは，，，，歯釜歯釜歯釜歯釜やややや茶釜茶釜茶釜茶釜，，，，家族家族家族家族のののの一人一人一人一人一人一人一人一人にににに有有有有ったったったった箱箱箱箱

膳膳膳膳などなどなどなど懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい民具民具民具民具がががが集集集集まっておりまっておりまっておりまっており，，，，現在整理現在整理現在整理現在整理

をしているをしているをしているをしている最中最中最中最中ですですですです。。。。提供提供提供提供していただいたしていただいたしていただいたしていただいた古民古民古民古民

具具具具はははは，，，，統合統合統合統合でででで使用使用使用使用されなくなったされなくなったされなくなったされなくなった旧保育所旧保育所旧保育所旧保育所にににに展展展展

示示示示しししし，，，，公開公開公開公開するするするする予定予定予定予定ですですですです。。。。皆様皆様皆様皆様もももも塩江塩江塩江塩江にににに来来来来られられられられ

ましたましたましたました折折折折にはにはにはには是非是非是非是非おおおお立寄立寄立寄立寄りくださいりくださいりくださいりください。。。。    

（（（（香川県高松市塩江町在住香川県高松市塩江町在住香川県高松市塩江町在住香川県高松市塩江町在住））））    

稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり・・・・びわびわびわびわ灸灸灸灸ツァーツァーツァーツァー 

 

ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会    理事理事理事理事    

沢田沢田沢田沢田    登美恵登美恵登美恵登美恵    

9999 月月月月 5555 日日日日～～～～6666 日日日日 1111 泊泊泊泊 2222 日日日日のののの稲刈稲刈稲刈稲刈

りりりり・・・・びわびわびわびわ灸灸灸灸のののの体験体験体験体験ツァーツァーツァーツァー、、、、初日初日初日初日はははは稲刈稲刈稲刈稲刈りですりですりですりです。。。。

セカンドステージセカンドステージセカンドステージセカンドステージにににに着着着着きききき昼食昼食昼食昼食をををを済済済済ませてませてませてませてバスバスバスバス

にににに乗乗乗乗りりりり、、、、大分離大分離大分離大分離れたれたれたれた場所場所場所場所、、、、山山山山のののの中中中中でしたがでしたがでしたがでしたが稲穂稲穂稲穂稲穂

がががが美美美美しいしいしいしい田田田田んぼへんぼへんぼへんぼへ移動移動移動移動。。。。農家農家農家農家のののの藤沢藤沢藤沢藤沢さんがさんがさんがさんが色色色色々々々々

手順手順手順手順とととと方法方法方法方法をををを細細細細かくかくかくかく説明説明説明説明してくれましたしてくれましたしてくれましたしてくれました。。。。    

 参加者参加者参加者参加者    

 私私私私はははは初初初初めてのめてのめてのめての事事事事なのでなのでなのでなので不安不安不安不安でしたでしたでしたでした。。。。どこからどこからどこからどこから

かかかか、、、、サックザックサックザックサックザックサックザックといいといいといいといい音音音音がががが聞聞聞聞こえてこえてこえてこえて、、、、そのそのそのその主主主主

はははは望月望月望月望月さんでしたさんでしたさんでしたさんでした。。。。子供子供子供子供のののの頃家頃家頃家頃家のののの手伝手伝手伝手伝いをしていをしていをしていをして

いたそうですいたそうですいたそうですいたそうです。。。。刈刈刈刈ったったったった稲稲稲稲をををを束束束束にそのにそのにそのにその束束束束ねるのがねるのがねるのがねるのが

むずかしいむずかしいむずかしいむずかしい。。。。藤沢藤沢藤沢藤沢さんにおさんにおさんにおさんにお聞聞聞聞きしましたらきしましたらきしましたらきしましたら、、、、力力力力

がががが入入入入ららららんんんん時時時時はははは稲稲稲稲をををを回回回回すんじゃすんじゃすんじゃすんじゃ！！！！！！！！とととと云云云云われわれわれわれ、、、、そそそそ

のとおりしましたらのとおりしましたらのとおりしましたらのとおりしましたら““““成功成功成功成功””””。。。。竹竹竹竹ざおにざおにざおにざおに干干干干しししし自自自自

然然然然にににに乾乾乾乾かすかすかすかす方法方法方法方法、、、、子供子供子供子供のののの頃頃頃頃どこかのどこかのどこかのどこかの田田田田んぼでんぼでんぼでんぼで見見見見

ましたましたましたました。。。。稲刈稲刈稲刈稲刈りからりからりからりからセカンドステージセカンドステージセカンドステージセカンドステージにににに戻戻戻戻りりりり、、、、

今度今度今度今度はははは野菜取野菜取野菜取野菜取りりりり、、、、暑暑暑暑いいいい日日日日がががが続続続続いたいたいたいた為為為為、、、、野菜野菜野菜野菜はははは

少少少少々々々々かたかったかたかったかたかったかたかった。。。。トマトトマトトマトトマトはははは最高最高最高最高においしいにおいしいにおいしいにおいしい味味味味でででで

したしたしたした。。。。夕食夕食夕食夕食ののののバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューもももも楽楽楽楽しくしくしくしく心心心心にににに残残残残るるるる事事事事

とととと思思思思いますいますいますいます。。。。2222 日日日日はははは「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」どんなどんなどんなどんな事事事事だろうだろうだろうだろう

とととと心配心配心配心配とととと不安不安不安不安でしたでしたでしたでした。。。。心配心配心配心配していたしていたしていたしていた通通通通りりりりメチャメチャメチャメチャ

メチヤメチヤメチヤメチヤ熱熱熱熱くてくてくてくて痛痛痛痛くてどうしょうくてどうしょうくてどうしょうくてどうしょう。。。。30303030分位分位分位分位たってたってたってたって

終終終終わったわったわったわった。「。「。「。「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」をしたをしたをしたをした後後後後、、、、足足足足でででで押押押押しもみしもみしもみしもみ

かなかなかなかな？？？？とととと思思思思っていましたがっていましたがっていましたがっていましたが、、、、とてもとてもとてもとても楽楽楽楽になりになりになりになり足足足足

もももも軽軽軽軽くくくく、、、、私私私私はははは坐坐坐坐骨神経痛骨神経痛骨神経痛骨神経痛ですがですがですがですが、、、、驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど軽軽軽軽くくくく

なりなりなりなり、、、、次次次次のののの日日日日もももも予約予約予約予約してしてしてして「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」をしてをしてをしてをして貰貰貰貰いいいい

ましたましたましたました。。。。望月望月望月望月さんさんさんさん達達達達とととと一緒一緒一緒一緒にににに東京東京東京東京へへへへ帰帰帰帰ったらおったらおったらおったらお

灸灸灸灸をしてをしてをしてをして貰貰貰貰いにいにいにいに行行行行くくくく約束約束約束約束をしましたをしましたをしましたをしました。。。。私私私私にとっにとっにとっにとっ

てててて「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」はははは強烈強烈強烈強烈なななな体験体験体験体験でしたでしたでしたでした。。。。    

（（（（埼玉県所沢市埼玉県所沢市埼玉県所沢市埼玉県所沢市在住在住在住在住））））    

びわびわびわびわ灸灸灸灸ツァーツァーツァーツァーについてについてについてについて 

 

無憂扇無憂扇無憂扇無憂扇    豊海豊海豊海豊海        

代表代表代表代表    

武藤武藤武藤武藤    つやつやつやつや子子子子    

窓窓窓窓をををを開開開開けるとけるとけるとけると吸吸吸吸いいいい込込込込まれそまれそまれそまれそ

うなうなうなうな青青青青いいいい空空空空とととと湖湖湖湖、、、、思思思思わずわずわずわず飛飛飛飛びびびび出出出出してしてしてして行行行行きそうなきそうなきそうなきそうな

錯覚錯覚錯覚錯覚にににに落落落落ちいりましたちいりましたちいりましたちいりました。。。。塩江塩江塩江塩江セカンドステージセカンドステージセカンドステージセカンドステージ

ホテルホテルホテルホテルからからからから目目目目にしたにしたにしたにした印象印象印象印象ですですですです。。。。今回今回今回今回、、、、池田会長池田会長池田会長池田会長

よりのおよりのおよりのおよりのお誘誘誘誘いをうけいをうけいをうけいをうけ、、、、初初初初めてめてめてめて四国四国四国四国でででで「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」

のののの体験会体験会体験会体験会をさせてをさせてをさせてをさせて頂頂頂頂きましたきましたきましたきました。。。。おきゅうとおきゅうとおきゅうとおきゅうと聞聞聞聞かかかか

れるとれるとれるとれると恐恐恐恐がるがるがるがる方方方方がいらっしゃいますががいらっしゃいますががいらっしゃいますががいらっしゃいますが、「、「、「、「無憂無憂無憂無憂

扇扇扇扇きゅうきゅうきゅうきゅう」」」」はははは、、、、体験体験体験体験なさるとなさるとなさるとなさると必必必必ずずずず「「「「気持気持気持気持ちがちがちがちが良良良良

かったかったかったかった」」」」とととと言言言言われますわれますわれますわれます。。。。今回今回今回今回、、、、塩江塩江塩江塩江へおへおへおへお伺伺伺伺いしいしいしいし

たたたた目的目的目的目的はははは、「、「、「、「無憂扇無憂扇無憂扇無憂扇きゅうきゅうきゅうきゅう」」」」をををを是非是非是非是非、、、、塩江町塩江町塩江町塩江町のののの

町町町町おこしのひとつにおこしのひとつにおこしのひとつにおこしのひとつに取取取取りりりり入入入入れてれてれてれて頂頂頂頂けたらとけたらとけたらとけたらと言言言言



 

高松・塩江首都圏ふるさと会会報「なにしょんな」第 19 号 

うううう想想想想いがあったからですいがあったからですいがあったからですいがあったからです。。。。 

 

「「「「人人人人をををを助助助助けてけてけてけて、、、、わがわがわがわが身身身身をををを助助助助かるかるかるかる」」」」というというというという信念信念信念信念でででで

私達私達私達私達はははは「「「「無憂扇無憂扇無憂扇無憂扇きゅうきゅうきゅうきゅう」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

あるあるあるある時時時時、、、、一人一人一人一人のののの女性女性女性女性がががが不治不治不治不治のののの病病病病になられましたになられましたになられましたになられました

がががが、、、、友人二人友人二人友人二人友人二人はははは彼女彼女彼女彼女をなんとかをなんとかをなんとかをなんとか治治治治したくてしたくてしたくてしたくて、、、、必必必必

死死死死でででで「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」をあてておられますをあてておられますをあてておられますをあてておられます。。。。又又又又、、、、あるあるあるある

男男男男のののの人人人人はははは、、、、奥様奥様奥様奥様がががが癌癌癌癌になられになられになられになられ西洋医学西洋医学西洋医学西洋医学にもにもにもにも限界限界限界限界

をををを感感感感じられてじられてじられてじられて、、、、今毎日懸命今毎日懸命今毎日懸命今毎日懸命にににに「「「「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」をあてをあてをあてをあて

ておられますておられますておられますておられます。。。。どのどのどのどのケースケースケースケースもももも人人人人がががが人人人人をををを助助助助けるけるけるける行行行行

いのいのいのいの尊尊尊尊ささささ、、、、素晴素晴素晴素晴らしさをらしさをらしさをらしさを教教教教えてえてえてえて下下下下さいますさいますさいますさいます。。。。ここここ

れれれれ程美程美程美程美しいしいしいしい事事事事があるでしょうかがあるでしょうかがあるでしょうかがあるでしょうか。。。。これからこれからこれからこれから日本日本日本日本

はははは、、、、世界一世界一世界一世界一のののの長寿国長寿国長寿国長寿国となりますとなりますとなりますとなります。。。。おおおお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの多多多多

いいいい町町町町でででで、「、「、「、「びわびわびわびわ灸灸灸灸」」」」をおをおをおをお互互互互いがいがいがいが助助助助けけけけ合合合合うううう道具道具道具道具とととと

してしてしてして普及普及普及普及させてさせてさせてさせて頂頂頂頂くくくく事事事事ができたならばができたならばができたならばができたならば、、、、医療費医療費医療費医療費

のののの削減削減削減削減のみならずのみならずのみならずのみならず、、、、素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい人人人人とととと人人人人とのつなとのつなとのつなとのつな

がりができてがりができてがりができてがりができて、、、、きっとそのきっとそのきっとそのきっとその町町町町はははは、、、、天国天国天国天国となるにとなるにとなるにとなるに

違違違違いありませんいありませんいありませんいありません。。。。私達私達私達私達はははは今今今今、、、、それをめざしてそれをめざしてそれをめざしてそれをめざして頑頑頑頑

張張張張っているのですっているのですっているのですっているのです。（。（。（。（東京都杉並区在住東京都杉並区在住東京都杉並区在住東京都杉並区在住））））    

““““しおのえしおのえしおのえしおのえ””””稲刈稲刈稲刈稲刈りとびわりとびわりとびわりとびわ灸体験灸体験灸体験灸体験ツアーツアーツアーツアー

にににに参加参加参加参加してしてしてして    

    

    

    

東京東京東京東京・・・・別海別海別海別海ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会    理事理事理事理事    

滑川滑川滑川滑川    静静静静子子子子 

 今年今年今年今年 4444月月月月にににに体験施設体験施設体験施設体験施設セカンドステージセカンドステージセカンドステージセカンドステージにににに 2222泊泊泊泊

3333日日日日のののの日程日程日程日程でででで旅旅旅旅をしをしをしをし、、、、そのそのそのその 3333ヶヶヶヶ月後月後月後月後のののの 7777月月月月にににに池池池池

田会長田会長田会長田会長さんからさんからさんからさんから““““稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり””””体験体験体験体験ツアーツアーツアーツアーのののの誘誘誘誘いをいをいをいを

受受受受けましたけましたけましたけました。。。。誘誘誘誘いをいをいをいを受受受受けたけたけたけた時時時時、、、、即即即即あれをあれをあれをあれを買買買買いにいにいにいに

行行行行こうとこうとこうとこうと決心決心決心決心。。。。あれとあれとあれとあれと言言言言うのはうのはうのはうのは““““天天天天ぷらぷらぷらぷら””””ですですですです。。。。

4444 月月月月にににに行行行行ったったったった時時時時、、、、崎川崎川崎川崎川さんにさんにさんにさんに勧勧勧勧められめられめられめられ買買買買ってきってきってきってき

たたたた““““天天天天ぷらぷらぷらぷら””””ががががコツコツコツコツコツコツコツコツとととと歯歯歯歯ごたえがあってごたえがあってごたえがあってごたえがあって絶絶絶絶

品品品品でしたでしたでしたでした。。。。再再再再びあのびあのびあのびあの味味味味をををを楽楽楽楽しむためしむためしむためしむためツアーツアーツアーツアーにににに参参参参

加加加加！！！！9999 月月月月 5555 日日日日（（（（土土土土））））羽田空港羽田空港羽田空港羽田空港をををを 9999 時時時時 45454545 分発分発分発分発のののの

飛行機飛行機飛行機飛行機でででで高松高松高松高松へへへへ。。。。出迎出迎出迎出迎えのえのえのえのバスバスバスバスででででセカンドステセカンドステセカンドステセカンドステ

ージージージージにににに到着到着到着到着しましたしましたしましたしました。。。。早速作業服早速作業服早速作業服早速作業服にににに着替着替着替着替えてえてえてえて、、、、

稲刈稲刈稲刈稲刈りするりするりするりする田田田田んぼへんぼへんぼへんぼへ移動移動移動移動。。。。    

    高松空港高松空港高松空港高松空港でのでのでのでの気温気温気温気温はははは 30303030 度度度度だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、、、、

山脈山脈山脈山脈にににに囲囲囲囲まれたまれたまれたまれた““““田田田田んぼんぼんぼんぼ””””はははは爽爽爽爽やかなやかなやかなやかな風風風風がががが吹吹吹吹いいいい

てててて心地良心地良心地良心地良くくくく、、、、これからこれからこれからこれから行行行行うううう初体験初体験初体験初体験のののの稲刈稲刈稲刈稲刈りにやりにやりにやりにや

るるるる気満気満気満気満々々々々のののの気分気分気分気分になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

 稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり    

そしてそしてそしてそして稲刈稲刈稲刈稲刈りのりのりのりの仕方仕方仕方仕方をををを教教教教わりわりわりわり、、、、作業作業作業作業をををを始始始始めてまめてまめてまめてま

もなくもなくもなくもなく竹竹竹竹のののの皮皮皮皮にににに包包包包まれたまれたまれたまれた特大特大特大特大ののののおにぎりがおにぎりがおにぎりがおにぎりが 3333個個個個

配配配配られましたられましたられましたられました。。。。最初見最初見最初見最初見たたたた時時時時、、、、3333 個分食個分食個分食個分食べれないべれないべれないべれない

とととと思思思思いましたがいましたがいましたがいましたが、、、、美味美味美味美味しくてしくてしくてしくて自分自分自分自分もももも周囲周囲周囲周囲のののの人人人人もももも

皆皆皆皆ペロリペロリペロリペロリとととと平平平平らげてしまいましたらげてしまいましたらげてしまいましたらげてしまいました。。。。    

 稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり作業作業作業作業はははは、、、、稲稲稲稲のののの束束束束ねねねね方方方方をををを教教教教わりわりわりわり““““はぜはぜはぜはぜ””””

にににに掛掛掛掛けてけてけてけて無事終了無事終了無事終了無事終了。。。。野菜野菜野菜野菜のののの収穫収穫収穫収穫にににに移動移動移動移動しましたしましたしましたしました。。。。

ミニトマトミニトマトミニトマトミニトマト、、、、茄子茄子茄子茄子、、、、人参人参人参人参、、、、キューリキューリキューリキューリ、、、、オクラオクラオクラオクラなななな

どどどど馴染馴染馴染馴染みのみのみのみの野菜野菜野菜野菜がががが沢山成沢山成沢山成沢山成っていてっていてっていてっていて、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも育育育育

ちすぎてちすぎてちすぎてちすぎて堅堅堅堅かったのですがかったのですがかったのですがかったのですが、、、、収穫収穫収穫収穫するするするする事事事事にににに喜喜喜喜びびびび

をををを感感感感じてじてじてじて沢山沢山沢山沢山とってしまいましたとってしまいましたとってしまいましたとってしまいました。。。。とりあえとりあえとりあえとりあえずずずず

焼焼焼焼いたもののいたもののいたもののいたものの堅堅堅堅くてくてくてくて全然食全然食全然食全然食べられずべられずべられずべられず、、、、準備準備準備準備してしてしてして

くれたくれたくれたくれた男性軍男性軍男性軍男性軍のののの茶目茶目茶目茶目気気気気にににに笑笑笑笑ってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。    

 バベーキューバベーキューバベーキューバベーキュー    

夜夜夜夜はははは琵琶琵琶琵琶琵琶のののの葉葉葉葉をををを使使使使ったおったおったおったお灸灸灸灸のののの体験体験体験体験。。。。気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく

眠気眠気眠気眠気をもよおしてをもよおしてをもよおしてをもよおして、、、、施術中施術中施術中施術中にににに停電停電停電停電なったなったなったなった事事事事もももも知知知知

らずらずらずらず眠眠眠眠ってしまいましたってしまいましたってしまいましたってしまいました。。。。翌翌翌翌 6666日日日日はははは““““山菜山菜山菜山菜おこおこおこおこ

わわわわ””””をををを作作作作りましたりましたりましたりました。。。。そのそのそのその後藤川牧場後藤川牧場後藤川牧場後藤川牧場にににに行行行行ってってってって牛牛牛牛

乳豆腐乳豆腐乳豆腐乳豆腐をををを食食食食べべべべ、、、、いよいよいよいよいよいよいよいよ 2222泊泊泊泊 3333日日日日のののの体験体験体験体験ツアーツアーツアーツアー

もももも終終終終わりにわりにわりにわりに近近近近づいてきましたづいてきましたづいてきましたづいてきました。。。。バスバスバスバスでででで飛行場飛行場飛行場飛行場にににに

向向向向かうかうかうかう途中途中途中途中スーパーマスーパーマスーパーマスーパーマルヨシルヨシルヨシルヨシにににに寄寄寄寄ってってってって念願念願念願念願のののの

““““天天天天ぷらぷらぷらぷら””””無事購入無事購入無事購入無事購入。。。。帰省帰省帰省帰省のののの途途途途につきましたにつきましたにつきましたにつきました。。。。

今回今回今回今回はははは友人友人友人友人 6666人人人人でででで参加参加参加参加しししし、、、、うちうちうちうち 3333人人人人はははは初参加初参加初参加初参加でででで

したしたしたした。。。。全員全員全員全員がががが楽楽楽楽しんでしんでしんでしんで貴重貴重貴重貴重なななな体験体験体験体験をををを重重重重ねねねね暖暖暖暖かいかいかいかい

心心心心をををを感感感感じられるじられるじられるじられる旅旅旅旅でしたでしたでしたでした。。。。（（（（東京都中野区在住東京都中野区在住東京都中野区在住東京都中野区在住））））    

塩江塩江塩江塩江とのとのとのとの出会出会出会出会いいいい    

                       

 

 

ふふふふるさとるさとるさとるさと会会会会    会員会員会員会員            

徳島徳島徳島徳島    明明明明 

    今年今年今年今年のののの 2222月月月月にににに、、、、旧知旧知旧知旧知のののの横浜蕎麦打横浜蕎麦打横浜蕎麦打横浜蕎麦打ちちちちクラブクラブクラブクラブのののの

山本氏山本氏山本氏山本氏よりよりよりより 4444月月月月になったらになったらになったらになったら、、、、高松高松高松高松にににに行行行行かないかかないかかないかかないか

とととと誘誘誘誘いをいをいをいを受受受受けましたけましたけましたけました。。。。今今今今までまでまでまで、、、、四国四国四国四国にににに行行行行ったったったった経経経経

験験験験がなくがなくがなくがなく「「「「讃岐讃岐讃岐讃岐うどんうどんうどんうどん」「」「」「」「本四架橋本四架橋本四架橋本四架橋」」」」程度程度程度程度のののの理理理理

解解解解しかありませんでしたのでしかありませんでしたのでしかありませんでしたのでしかありませんでしたので即座即座即座即座ににににOKOKOKOKしまししまししまししまし

たたたた。。。。2222泊泊泊泊 3333日日日日のののの塩江塩江塩江塩江でのでのでのでの体験体験体験体験はとてもはとてもはとてもはとても楽楽楽楽しかっしかっしかっしかっ

たですたですたですたです。。。。初初初初めておめておめておめてお会会会会いするいするいするいする方方方方とととと楽楽楽楽しくしくしくしく飲飲飲飲んだりんだりんだりんだり、、、、

話話話話をするをするをするをする事事事事がががが出来出来出来出来たたたた事事事事がががが何何何何よりのよりのよりのよりの収穫収穫収穫収穫でしたでしたでしたでした。。。。

それとそれとそれとそれと、、、、本場本場本場本場のののの「「「「讃岐讃岐讃岐讃岐うどんうどんうどんうどん」」」」をををを充分充分充分充分にににに堪能堪能堪能堪能でででで

きききき、、、、すっかりすっかりすっかりすっかり「「「「讃岐讃岐讃岐讃岐うどんうどんうどんうどん」」」」のののの大大大大フアンフアンフアンフアンになりになりになりになり

ましたましたましたました。。。。塩江塩江塩江塩江にににに日本日本日本日本のののの原風景原風景原風景原風景をみたをみたをみたをみた感感感感じですじですじですじです。。。。    

    さてさてさてさて 4444月月月月にににに引引引引きききき続続続続いていていていて 9999月月月月はははは、、、、2222回目回目回目回目のののの塩江塩江塩江塩江

となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。1111週間後手術週間後手術週間後手術週間後手術をををを控控控控えていたのでえていたのでえていたのでえていたので、、、、

大事大事大事大事をとってをとってをとってをとって稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり・・・・びわびわびわびわ灸灸灸灸にににに参加参加参加参加しませんでしませんでしませんでしませんで

したがしたがしたがしたが、、、、今回今回今回今回もももも帰路帰路帰路帰路、、、、高松空港高松空港高松空港高松空港にににに向向向向かうかうかうかう途中途中途中途中でででで、、、、

「「「「讃岐讃岐讃岐讃岐うどんうどんうどんうどん」」」」をををを食食食食べられただけでもべられただけでもべられただけでもべられただけでも大満足大満足大満足大満足しししし

ましたましたましたました。。。。次回次回次回次回、、、、何時何時何時何時、、、、高松高松高松高松にににに行行行行けるかわかりまけるかわかりまけるかわかりまけるかわかりま

せんがせんがせんがせんが、、、、時間時間時間時間のののの許許許許すすすす限限限限りりりり又又又又、、、、参加参加参加参加してしてしてして皆皆皆皆さんさんさんさん方方方方

とととと更更更更にふれあいができるにふれあいができるにふれあいができるにふれあいができる事事事事をををを願願願願っていますっていますっていますっています。。。。ここここ

のようなのようなのようなのような「「「「塩江体験塩江体験塩江体験塩江体験」」」」をををを企画企画企画企画、、、、運営運営運営運営いただいたいただいたいただいたいただいた

方方方方々々々々にににに深深深深くくくく感謝感謝感謝感謝するするするする次第次第次第次第ですですですです。。。。ありがとうありがとうありがとうありがとう御座御座御座御座

いましたいましたいましたいました。（。（。（。（神奈川県相模原市在住神奈川県相模原市在住神奈川県相模原市在住神奈川県相模原市在住））））    

稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり・・・・びわびわびわびわ灸灸灸灸ツァーツァーツァーツァーにににに参加参加参加参加してしてしてして    

    

ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会    会員会員会員会員    

望月望月望月望月    澄澄澄澄子子子子    

私私私私はははは 9999月月月月 5555日日日日～～～～6666日日日日 1111泊泊泊泊 2222日日日日のののの稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり・・・・びわびわびわびわ灸灸灸灸

ツァーツァーツァーツァーにににに友人友人友人友人 2222人人人人とともにとともにとともにとともに参加参加参加参加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きましきましきましきまし

たたたた。。。。前回前回前回前回 4444月月月月ののののセカンドステージモニターツァセカンドステージモニターツァセカンドステージモニターツァセカンドステージモニターツァ

ーーーーにににに引引引引きききき続続続続きききき今回今回今回今回がががが 2222度目度目度目度目になりますになりますになりますになります。。。。私私私私のののの故故故故

郷郷郷郷はははは、、、、北海道旭川北海道旭川北海道旭川北海道旭川のののの北北北北のののの農家農家農家農家でででで生生生生まれまれまれまれ、、、、学校学校学校学校をををを

卒業卒業卒業卒業とともにとともにとともにとともに数年間自宅数年間自宅数年間自宅数年間自宅のののの農業農業農業農業をををを手伝手伝手伝手伝っていっていっていってい

ましたましたましたました。。。。そのそのそのその時時時時にににに田植田植田植田植ええええ、、、、稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり、、、、はさはさはさはさ掛掛掛掛けけけけ等等等等

色色色色々々々々経験経験経験経験しましたのでしましたのでしましたのでしましたので、、、、稲刈稲刈稲刈稲刈りとりとりとりと聞聞聞聞いてとてもいてとてもいてとてもいてとても

懐懐懐懐かしくなりかしくなりかしくなりかしくなり、、、、今回今回今回今回ののののツァーツァーツァーツァーにににに参加参加参加参加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きききき

ましたましたましたました。。。。    

 はぜはぜはぜはぜ干干干干しししし    

塩江町塩江町塩江町塩江町はははは緑緑緑緑のののの多多多多いいいい私私私私のののの田舎田舎田舎田舎ととてもととてもととてもととても似似似似ているているているている

感感感感じがしましたじがしましたじがしましたじがしました。。。。田田田田んぼでんぼでんぼでんぼで山山山山のののの自然自然自然自然のののの風景風景風景風景をををを見見見見

ながらのながらのながらのながらの昼食昼食昼食昼食のおむすびはのおむすびはのおむすびはのおむすびは格別格別格別格別でしでしでしでしたたたた。。。。夜夜夜夜になになになにな

りりりり自分達自分達自分達自分達でででで収穫収穫収穫収穫したしたしたした野菜野菜野菜野菜ででででバーベキューバーベキューバーベキューバーベキューおいおいおいおい

しかつたですしかつたですしかつたですしかつたです。。。。そのそのそのその後後後後びわびわびわびわ灸灸灸灸をををを申申申申しししし込込込込みましたみましたみましたみました

がががが、、、、おおおお灸灸灸灸のののの経験経験経験経験がががが無無無無いのでいのでいのでいので熱熱熱熱かったらどうしょかったらどうしょかったらどうしょかったらどうしょ

うかとかうかとかうかとかうかとか考考考考えてしまいえてしまいえてしまいえてしまい、、、、とてもとてもとてもとても不安不安不安不安でしたがでしたがでしたがでしたが実実実実

際際際際にににに始始始始めてめてめてめて頂頂頂頂いたらいたらいたらいたら段段段段々々々々気持気持気持気持ちがちがちがちが良良良良くなりくなりくなりくなり眠眠眠眠

ってしまいそうになりましたってしまいそうになりましたってしまいそうになりましたってしまいそうになりました。。。。そしてそしてそしてそして次次次次のののの朝朝朝朝もももも

おおおお願願願願いしてしまいましたいしてしまいましたいしてしまいましたいしてしまいました。。。。終終終終わったわったわったわった後後後後はははは体体体体がががが軽軽軽軽

くなったくなったくなったくなった感感感感じがしましたじがしましたじがしましたじがしました。。。。山菜山菜山菜山菜おこわおこわおこわおこわ作作作作りにはりにはりにはりには

参加参加参加参加できませんでしたができませんでしたができませんでしたができませんでしたが、、、、昼食昼食昼食昼食はははは美味美味美味美味しくしくしくしく頂頂頂頂きききき

ましたましたましたました。。。。皆皆皆皆さんとおさんとおさんとおさんとお友達友達友達友達になったりしてとてもになったりしてとてもになったりしてとてもになったりしてとても

楽楽楽楽しいしいしいしい 2222日間日間日間日間でしたでしたでしたでした。。。。最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、池池池池

田会長田会長田会長田会長さんをさんをさんをさんを始皆様始皆様始皆様始皆様にはにはにはには大変大変大変大変おおおお世話世話世話世話になりになりになりになり有有有有

難難難難ううううございましたございましたございましたございました。。。。またまたまたまた機会機会機会機会がががが有有有有りましたらりましたらりましたらりましたら是是是是

非参加非参加非参加非参加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きたいときたいときたいときたいと思思思思いますいますいますいます。。。。これからこれからこれからこれから日日日日

一日一日一日一日とととと寒寒寒寒くなってくなってくなってくなって来来来来ますのでますのでますのでますので健康健康健康健康にににに気気気気をををを付付付付けけけけ

ておておておてお過過過過ごしくださいごしくださいごしくださいごしください。。。。（（（（静岡県富士市在住静岡県富士市在住静岡県富士市在住静岡県富士市在住））））    

     

事務局事務局事務局事務局よりおよりおよりおよりお知知知知らせらせらせらせ    

１１１１））））平成平成平成平成 19191919年年年年 11111111月内場池湖畔月内場池湖畔月内場池湖畔月内場池湖畔公園公園公園公園にににに、、、、枝垂枝垂枝垂枝垂れれれれ

桜桜桜桜とととと紅葉紅葉紅葉紅葉をををを植樹植樹植樹植樹しましたしましたしましたしました。。。。ペンションペンションペンションペンションとまとのとまとのとまとのとまとの

赤松赤松赤松赤松さんさんさんさん、、、、藤川牧場主藤川牧場主藤川牧場主藤川牧場主のののの藤川藤川藤川藤川さんのおさんのおさんのおさんのお陰陰陰陰でしっでしっでしっでしっ

かりかりかりかり根付根付根付根付いておりいておりいておりいており、、、、記念碑記念碑記念碑記念碑もももも首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・関西圏関西圏関西圏関西圏・・・・

地元地元地元地元からからからから参加参加参加参加されたされたされたされた皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの名前名前名前名前がががが刻刻刻刻まれまれまれまれキキキキ

チンチンチンチンとととと建建建建っていましたっていましたっていましたっていました。。。。有有有有りりりり難難難難いいいい事事事事ですですですです。。。。保守保守保守保守

管理管理管理管理してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた御礼御礼御礼御礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

２２２２））））21212121年度年度年度年度ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会のののの会費納入有難会費納入有難会費納入有難会費納入有難うううう御座御座御座御座いいいい

ましたましたましたました。。。。会費納入会費納入会費納入会費納入されていないされていないされていないされていない方方方方はははは、、、、郵便局扱郵便局扱郵便局扱郵便局扱

いでいでいでいで、、、、口座記号口座記号口座記号口座記号 00150001500015000150――――２２２２：：：：口座番号口座番号口座番号口座番号 196649196649196649196649：：：：

加入者名加入者名加入者名加入者名：：：：首都圏首都圏首都圏首都圏ふるさとふるさとふるさとふるさと塩江会塩江会塩江会塩江会にににに会費会費会費会費

￥￥￥￥2,5002,5002,5002,500おおおお振込振込振込振込みみみみ頂頂頂頂ければければければければ幸甚幸甚幸甚幸甚ですですですです。。。。    

３３３３））））今年今年今年今年はははは、、、、関西圏関西圏関西圏関西圏でふるさとでふるさとでふるさとでふるさと会員会員会員会員のののの加入加入加入加入があがあがあがあ

りりりり有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いましたいましたいましたいました。。。。引引引引きききき続続続続きききき首都首都首都首都・・・・関西等関西等関西等関西等

のののの会員募集会員募集会員募集会員募集をををを致致致致しておりますしておりますしておりますしております。。。。縁者縁者縁者縁者・・・・関係者関係者関係者関係者のののの

ごごごご入会入会入会入会ををををおおおお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

編集後記編集後記編集後記編集後記    
9999 月月月月にににに今年今年今年今年 2222 度目度目度目度目のののの帰省帰省帰省帰省ををををしましたしましたしましたしました。。。。    

「「「「行基行基行基行基のののの湯湯湯湯」」」」のののの近近近近くのくのくのくの「「「「道道道道のののの駅駅駅駅」」」」ではではではでは、、、、地元地元地元地元でででで

とれたとれたとれたとれた新鮮新鮮新鮮新鮮なななな野菜野菜野菜野菜がががが朝早朝早朝早朝早くからたくさんくからたくさんくからたくさんくからたくさん陳列陳列陳列陳列

されていたのでされていたのでされていたのでされていたので、、、、おおおお土産土産土産土産にににに買買買買ってってってって帰帰帰帰りましたりましたりましたりました。。。。

次回次回次回次回のののの会報会報会報会報はははは、、、、来年来年来年来年５５５５月月月月をををを予定予定予定予定していますしていますしていますしています。。。。    

ごごごご期待期待期待期待くださいくださいくださいください。。。。    ((((編集人編集人編集人編集人    矢田敏雄矢田敏雄矢田敏雄矢田敏雄))))    


