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ふるさと会よりご報告ふるさと会よりご報告ふるさと会よりご報告ふるさと会よりご報告 
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    

    

    会員の皆様お元気のことと存じ会員の皆様お元気のことと存じ会員の皆様お元気のことと存じ会員の皆様お元気のことと存じ

ます。ふるさと会活動にご理解ごます。ふるさと会活動にご理解ごます。ふるさと会活動にご理解ごます。ふるさと会活動にご理解ご

支援いただき有難うございます。支援いただき有難うございます。支援いただき有難うございます。支援いただき有難うございます。 

今年の今年の今年の今年のふるさと会の年度事業ふるさと会の年度事業ふるさと会の年度事業ふるさと会の年度事業は、は、は、は、予定通り予定通り予定通り予定通り進捗して進捗して進捗して進捗して

います。役員会活動います。役員会活動います。役員会活動います。役員会活動を始め、を始め、を始め、を始め、京都の吉村文彦先生の京都の吉村文彦先生の京都の吉村文彦先生の京都の吉村文彦先生の

ご指導で地元の後藤安宏さんらと連携しご指導で地元の後藤安宏さんらと連携しご指導で地元の後藤安宏さんらと連携しご指導で地元の後藤安宏さんらと連携したたたた松茸山松茸山松茸山松茸山

再生事業再生事業再生事業再生事業がががが、、、、今年も収穫があり順調です。今年も収穫があり順調です。今年も収穫があり順調です。今年も収穫があり順調です。塩江米特塩江米特塩江米特塩江米特

産品支援事業（販売支援産品支援事業（販売支援産品支援事業（販売支援産品支援事業（販売支援2000kg）・ふるさと交流事）・ふるさと交流事）・ふるさと交流事）・ふるさと交流事

業（塩江紀行等）・会報なにしょんなの発刊（業（塩江紀行等）・会報なにしょんなの発刊（業（塩江紀行等）・会報なにしょんなの発刊（業（塩江紀行等）・会報なにしょんなの発刊（24号号号号

とととと25号）・ツリーハウス支援事業と号）・ツリーハウス支援事業と号）・ツリーハウス支援事業と号）・ツリーハウス支援事業と別海ふるさと会別海ふるさと会別海ふるさと会別海ふるさと会

との交流（総会・根室の旬を楽しむ・北海道産直フとの交流（総会・根室の旬を楽しむ・北海道産直フとの交流（総会・根室の旬を楽しむ・北海道産直フとの交流（総会・根室の旬を楽しむ・北海道産直フ

ェア）などェア）などェア）などェア）なども取り組みましたも取り組みましたも取り組みましたも取り組みました。以下地元。以下地元。以下地元。以下地元ご報告ご報告ご報告ご報告でででです。す。す。す。 

①瀬戸内国際芸術祭①瀬戸内国際芸術祭①瀬戸内国際芸術祭①瀬戸内国際芸術祭2013    2年前に開催した芸術祭年前に開催した芸術祭年前に開催した芸術祭年前に開催した芸術祭

のののの第第第第2回として、春（回として、春（回として、春（回として、春（3月月月月20日～日～日～日～4月月月月21日）夏（日）夏（日）夏（日）夏（7月月月月

20日～日～日～日～9月月月月1日）秋（日）秋（日）秋（日）秋（10月月月月15日～日～日～日～11月月月月4日）の日）の日）の日）の3シーシーシーシー

ズンに分け、島に咲き誇る桜、光きらめく瀬戸内海ズンに分け、島に咲き誇る桜、光きらめく瀬戸内海ズンに分け、島に咲き誇る桜、光きらめく瀬戸内海ズンに分け、島に咲き誇る桜、光きらめく瀬戸内海

の夏の夏の夏の夏、地元の秋祭りなど香川県の魅力に触れて貰う、地元の秋祭りなど香川県の魅力に触れて貰う、地元の秋祭りなど香川県の魅力に触れて貰う、地元の秋祭りなど香川県の魅力に触れて貰う

趣向です。前回趣向です。前回趣向です。前回趣向です。前回に加え県西部のに加え県西部のに加え県西部のに加え県西部の5つの島（沙弥島・つの島（沙弥島・つの島（沙弥島・つの島（沙弥島・

本島・高見島・栗島・伊吹島）も舞台になります。本島・高見島・栗島・伊吹島）も舞台になります。本島・高見島・栗島・伊吹島）も舞台になります。本島・高見島・栗島・伊吹島）も舞台になります。 

②②②②5月高松市議会臨時会が開催され新議長（大浦澄月高松市議会臨時会が開催され新議長（大浦澄月高松市議会臨時会が開催され新議長（大浦澄月高松市議会臨時会が開催され新議長（大浦澄

子さん）副議子さん）副議子さん）副議子さん）副議長（辻正雄さん）総務消防常任委員会長（辻正雄さん）総務消防常任委員会長（辻正雄さん）総務消防常任委員会長（辻正雄さん）総務消防常任委員会

委員長（落合隆夫さん）教育民生常任委員会委員長委員長（落合隆夫さん）教育民生常任委員会委員長委員長（落合隆夫さん）教育民生常任委員会委員長委員長（落合隆夫さん）教育民生常任委員会委員長

（森谷（森谷（森谷（森谷忠造忠造忠造忠造さん）さん）さん）さん）経済環境経済環境経済環境経済環境常任委員会委員長（常任委員会委員長（常任委員会委員長（常任委員会委員長（波多波多波多波多

等さん）等さん）等さん）等さん）建設水建設水建設水建設水道常任委員会委員長（道常任委員会委員長（道常任委員会委員長（道常任委員会委員長（井上井上井上井上隆隆隆隆志志志志さんさんさんさん）））） 

がががが選出選出選出選出され、塩江され、塩江され、塩江され、塩江出身佐出身佐出身佐出身佐藤藤藤藤好邦好邦好邦好邦議員は議員は議員は議員は建設水建設水建設水建設水道常任道常任道常任道常任

委員に委員に委員に委員に選出選出選出選出されました。されました。されました。されました。6月定月定月定月定例例例例会で会で会で会で一般質問一般質問一般質問一般質問の部の部の部の部

でででで佐佐佐佐藤議員が高松藤議員が高松藤議員が高松藤議員が高松空港ビ空港ビ空港ビ空港ビル内に高松市ル内に高松市ル内に高松市ル内に高松市独自独自独自独自ののののＰＲＰＲＰＲＰＲ

ブブブブースースースース設置設置設置設置するするするする考考考考えとえとえとえと椛椛椛椛川川川川ダダダダムを生ムを生ムを生ムを生かかかかした塩江地した塩江地した塩江地した塩江地

域域域域の活の活の活の活性化性化性化性化についてについてについてについて質問質問質問質問しましたしましたしましたしました。。。。 

③③③③6月月月月9日第日第日第日第31回しおのえホ回しおのえホ回しおのえホ回しおのえホタタタタルまつりがルまつりがルまつりがルまつりが自然休養自然休養自然休養自然休養

村村村村セセセセンンンンタタタター前ー前ー前ー前広場広場広場広場で開催されで開催されで開催されで開催され、、、、ふるさと会ふるさと会ふるさと会ふるさと会かかかから市ら市ら市ら市中中中中

央商工青央商工青央商工青央商工青年部塩江支部の年部塩江支部の年部塩江支部の年部塩江支部の要請要請要請要請にににによよよよりりりり3万円寄付万円寄付万円寄付万円寄付をををを致致致致

しました。しました。しました。しました。8月月月月21日塩江日塩江日塩江日塩江上上上上西地区で西地区で西地区で西地区で親親親親子子子子環境学習バ環境学習バ環境学習バ環境学習バ

スツアースツアースツアースツアー「「「「塩江の森子塩江の森子塩江の森子塩江の森子供供供供たんけんたんけんたんけんたんけん隊」隊」隊」隊」のののの開催。塩江開催。塩江開催。塩江開催。塩江

町の町の町の町のゆゆゆゆめめめめづづづづくりくりくりくり推推推推進事業は、川をきれいにして進事業は、川をきれいにして進事業は、川をきれいにして進事業は、川をきれいにして魚や魚や魚や魚や

蛍蛍蛍蛍のののの住住住住める町にしょう事業がめる町にしょう事業がめる町にしょう事業がめる町にしょう事業が推推推推進されています。進されています。進されています。進されています。8

月月月月25日塩江日塩江日塩江日塩江温泉温泉温泉温泉祭りがホ祭りがホ祭りがホ祭りがホテテテテルと文ルと文ルと文ルと文化化化化のののの里公園里公園里公園里公園でででで、、、、9

月月月月28日日日日ににににままままちかちかちかちかどどどど漫遊帖漫遊帖漫遊帖漫遊帖として塩江として塩江として塩江として塩江名名名名月月月月そぞろ歩そぞろ歩そぞろ歩そぞろ歩

きがきがきがきが萩寺萩寺萩寺萩寺（再（再（再（再明寺明寺明寺明寺）観月）観月）観月）観月橋橋橋橋等で等で等で等で実施実施実施実施されました。されました。されました。されました。 

④④④④8月月月月12日日日日かかかからららら3日日日日間間間間第第第第47回さ回さ回さ回さぬぬぬぬき高松まつりが開き高松まつりが開き高松まつりが開き高松まつりが開

催され催され催され催され、、、、最終最終最終最終日の総日の総日の総日の総踊踊踊踊りはりはりはりは鮮やか鮮やか鮮やか鮮やかなななな衣装衣装衣装衣装のののの55連総連総連総連総勢勢勢勢

4千千千千人の人の人の人の踊踊踊踊り子がり子がり子がり子がエネエネエネエネルルルルギッギッギッギッシシシシュュュュなななな踊踊踊踊りをりをりをりを披露披露披露披露。。。。 

⑤⑤⑤⑤塩江塩江塩江塩江中学校中学校中学校中学校のハンのハンのハンのハンドボドボドボドボール部がール部がール部がール部が全全全全国国国国中学校体中学校体中学校体中学校体育育育育

大会で大会で大会で大会で全全全全国国国国3位位位位のののの快挙快挙快挙快挙をををを成成成成しししし遂げ遂げ遂げ遂げ、、、、ふるさと会ふるさと会ふるさと会ふるさと会かかかからららら

そそそそののののおおおお祝祝祝祝いとしていとしていとしていとして5万円寄贈万円寄贈万円寄贈万円寄贈しました。しました。しました。しました。 

⑥⑥⑥⑥塩江紀行を塩江紀行を塩江紀行を塩江紀行を10月月月月14日～日～日～日～16日日日日2泊泊泊泊3日で日で日で日で関東関東関東関東・・・・関関関関西西西西

のふるさと会員のふるさと会員のふるさと会員のふるさと会員でででで実施実施実施実施しました。しました。しました。しました。 

 

 

 

特集特集特集特集    ふるさと再発見（塩江紀行）ふるさと再発見（塩江紀行）ふるさと再発見（塩江紀行）ふるさと再発見（塩江紀行） 

会長会長会長会長    池田池田池田池田    克彦克彦克彦克彦 

どんな人にもどんな人にもどんな人にもどんな人にも故郷故郷故郷故郷があります。今年はがあります。今年はがあります。今年はがあります。今年は奇妙奇妙奇妙奇妙なななな縁縁縁縁で、で、で、で、

先の大先の大先の大先の大戦戦戦戦のののの激戦激戦激戦激戦地であつた地であつた地であつた地であつたトラックトラックトラックトラック島と島と島と島とガダガダガダガダルルルルカカカカ

ナナナナル島ル島ル島ル島へへへへ慰霊慰霊慰霊慰霊に行きに行きに行きに行きました。いました。いました。いました。いずずずずれも日米がれも日米がれも日米がれも日米が激激激激しくしくしくしく

戦かっ戦かっ戦かっ戦かったたたた戦場戦場戦場戦場でででですすすす。。。。現現現現地で地で地で地で数多数多数多数多くくくく沈没沈没沈没沈没しているしているしているしている艦船艦船艦船艦船

と日本と日本と日本と日本兵兵兵兵のののの遺骨遺骨遺骨遺骨にににに驚驚驚驚ききききました。ました。ました。ました。そそそそのののの中中中中でででで慰霊慰霊慰霊慰霊を行いを行いを行いを行い

国国国国歌歌歌歌と海と海と海と海ゆかばゆかばゆかばゆかばのあとにのあとにのあとにのあとに「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」のののの歌歌歌歌を合を合を合を合唱唱唱唱。。。。

小小小小生は生は生は生は霊感霊感霊感霊感をををを感感感感じまじまじまじませせせせんがんがんがんが、、、、感感感感じる人は日本じる人は日本じる人は日本じる人は日本兵兵兵兵のののの霊霊霊霊

がががが迎迎迎迎えにえにえにえに来来来来てててて送っ送っ送っ送ってくれるとてくれるとてくれるとてくれると言言言言うのです。うのです。うのです。うのです。そそそそのののの霊霊霊霊はははは

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」のののの歌歌歌歌をををを聞聞聞聞きききき感涙感涙感涙感涙しているとしているとしているとしていると・・・・・・・・。。。。信信信信じじじじ

られないことですがありえるられないことですがありえるられないことですがありえるられないことですがありえるかかかかもももも知知知知れまれまれまれませせせせんんんん。。。。ふるふるふるふる

さとさとさとさとにににに帰帰帰帰りたいりたいりたいりたい心心心心ががががあるのでしょうあるのでしょうあるのでしょうあるのでしょう。ふるさと。ふるさと。ふるさと。ふるさとはははは忘忘忘忘

れる事がれる事がれる事がれる事が出来出来出来出来ないないないない父母父母父母父母の地ですの地ですの地ですの地ですかかかからららら。。。。そそそそんな事んな事んな事んな事かかかからららら

ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの歴史歴史歴史歴史をををを知知知知る事はる事はる事はる事は当然当然当然当然で常で常で常で常識か識か識か識かもしれまもしれまもしれまもしれま

せせせせん。今回の塩江紀行は、ふるさとを見直し再発見ん。今回の塩江紀行は、ふるさとを見直し再発見ん。今回の塩江紀行は、ふるさとを見直し再発見ん。今回の塩江紀行は、ふるさとを見直し再発見

するするするする旅旅旅旅にしましたにしましたにしましたにしました。。。。中味中味中味中味ををををよよよよくくくく知知知知り理解することにり理解することにり理解することにり理解することに

重点重点重点重点ををををおきましたおきましたおきましたおきました。。。。知知知知らないことがらないことがらないことがらないことが沢沢沢沢山ありました。山ありました。山ありました。山ありました。

子子子子供頃遊供頃遊供頃遊供頃遊んだんだんだんだ場所場所場所場所にににに忠魂碑忠魂碑忠魂碑忠魂碑ととととか遺跡か遺跡か遺跡か遺跡などなどなどなどのののの意味意味意味意味をををを

ままままっっっったくたくたくたく知知知知ららららずずずず今日に至今日に至今日に至今日に至っっっっていますていますていますています。ふるさとの。ふるさとの。ふるさとの。ふるさとの歴歴歴歴

史史史史をををを知知知知らない事はらない事はらない事はらない事は恥ずか恥ずか恥ずか恥ずかしいことですが、しいことですが、しいことですが、しいことですが、今後今後今後今後誰誰誰誰がががが

ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの歴史歴史歴史歴史を後を後を後を後世世世世にににに伝伝伝伝えてえてえてえていくのいくのいくのいくのか心配か心配か心配か心配ささささせせせせ

られました。塩江紀行にられました。塩江紀行にられました。塩江紀行にられました。塩江紀行に参参参参加・加・加・加・関与関与関与関与してしてしてして頂頂頂頂いたいたいたいた方か方か方か方か

らごらごらごらご寄稿頂寄稿頂寄稿頂寄稿頂きききき以下以下以下以下ににににごごごご紹介紹介紹介紹介です。です。です。です。ごごごご寄稿寄稿寄稿寄稿者に者に者に者に対対対対しししし紙紙紙紙

面よ面よ面よ面よりりりり感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。 

（塩江安原（塩江安原（塩江安原（塩江安原出身出身出身出身    相模原市相模原市相模原市相模原市在在在在住住住住）））） 

ふるさとへの旅ふるさとへの旅ふるさとへの旅ふるさとへの旅 

熊野熊野熊野熊野    弘弘弘弘文文文文    

１０１０１０１０月月月月１４１４１４１４日（日）～日（日）～日（日）～日（日）～１６１６１６１６

日（日（日（日（火火火火）の）の）の）の２泊３２泊３２泊３２泊３日のふるさ日のふるさ日のふるさ日のふるさ

と会塩江紀行にと会塩江紀行にと会塩江紀行にと会塩江紀行に参参参参加し楽し加し楽し加し楽し加し楽し

い時をい時をい時をい時を過過過過ごしてきました。高ごしてきました。高ごしてきました。高ごしてきました。高

松松松松空港よ空港よ空港よ空港より塩江に向り塩江に向り塩江に向り塩江に向かかかかうううう間少間少間少間少しししし雨雨雨雨にににに降降降降られましたられましたられましたられました

ががががセカセカセカセカンンンンドドドドスススステテテテージージージージ到着到着到着到着時には時には時には時には青空青空青空青空に、に、に、に、旅旅旅旅のののの最最最最後後後後

までまでまでまで素素素素晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい天天天天気に気に気に気に恵恵恵恵まれました。まれました。まれました。まれました。初初初初日、西谷日、西谷日、西谷日、西谷

八幡八幡八幡八幡神神神神社社社社のののの古式豊か古式豊か古式豊か古式豊かな祭な祭な祭な祭礼礼礼礼を見、を見、を見、を見、５０５０５０５０年年年年振振振振りにりにりにりに二二二二

匹匹匹匹のののの獅獅獅獅子舞には子舞には子舞には子舞には感感感感動さ動さ動さ動させせせせられました。られました。られました。られました。参参参参加者の加者の加者の加者の方方方方

はははは何十何十何十何十年年年年振振振振りりりりかかかか地元地元地元地元方方方方と再会を楽しまれたと再会を楽しまれたと再会を楽しまれたと再会を楽しまれた方々方々方々方々がががが

おられました。おられました。おられました。おられました。夜夜夜夜、地元塩江の人、地元塩江の人、地元塩江の人、地元塩江の人達達達達とのとのとのとの懇談懇談懇談懇談会に会に会に会に

はははは１１１１９９９９名名名名のののの参参参参加者加者加者加者全全全全員と員と員と員と親親親親しく話がしく話がしく話がしく話が盛盛盛盛りりりり上上上上がりまがりまがりまがりま

した。した。した。した。引引引引きききき続続続続きききき和和和和泉泉泉泉幸幸幸幸弘弘弘弘先生に先生に先生に先生によよよよる塩江を舞台にる塩江を舞台にる塩江を舞台にる塩江を舞台に

したしたしたした歌歌歌歌謡曲謡曲謡曲謡曲５５５５曲曲曲曲の指導をの指導をの指導をの指導を受受受受けけけけ最最最最後は後は後は後は全全全全員で員で員で員で““““塩江塩江塩江塩江

ししししぐぐぐぐれれれれ””””を合を合を合を合唱唱唱唱してしてしてして２２２２時時時時間間間間ののののレレレレッッッッスンスンスンスン終終終終了了了了。。。。    

    

    

    

二二二二日日日日目目目目松茸松茸松茸松茸狩狩狩狩りに山にりに山にりに山にりに山に入入入入りりりり全全全全員員員員一一一一生生生生懸命探懸命探懸命探懸命探しましましましま

したが、したが、したが、したが、一一一一本も見つ本も見つ本も見つ本も見つかかかかららららずずずず、、、、一一一一部の人部の人部の人部の人達か達か達か達からららら諦諦諦諦めめめめ

のののの声声声声がががが出出出出、今年は、今年は、今年は、今年はダダダダメだともうメだともうメだともうメだともう帰ろ帰ろ帰ろ帰ろうとしたとこうとしたとこうとしたとこうとしたとこ

ろろろろ、山の下の、山の下の、山の下の、山の下の方か方か方か方からららら““““ああああっっっったたたたぞぞぞぞ””””とととと言言言言う大きなう大きなう大きなう大きな声声声声、、、、

全全全全員員員員そそそその松茸にの松茸にの松茸にの松茸に群群群群がりました。再度がりました。再度がりました。再度がりました。再度周辺周辺周辺周辺をををを探探探探し始し始し始し始

めると、めると、めると、めると、““““ここここっちっちっちっちにもにもにもにも”“”“”“”“ああああっちっちっちっちにもにもにもにも””””でのでのでのでの約約約約一一一一

時時時時間間間間での松茸での松茸での松茸での松茸狩狩狩狩りの収穫でした。りの収穫でした。りの収穫でした。りの収穫でした。来来来来年の松茸年の松茸年の松茸年の松茸狩狩狩狩りりりり

は大は大は大は大変変変変楽しみです。楽しみです。楽しみです。楽しみです。    

午午午午後はふるさ後はふるさ後はふるさ後はふるさ

とのとのとのとの歴史歴史歴史歴史探探探探し、し、し、し、甲甲甲甲

斐斐斐斐のののの股城股城股城股城・内・内・内・内場場場場

城城城城・・・・岩岩岩岩部部部部城城城城・・・・音音音音川川川川

城城城城・・・・関関関関城城城城をををを五五五五か所か所か所か所

のののの城城城城跡跡跡跡がありがありがありがあり驚驚驚驚

きました。藤島先きました。藤島先きました。藤島先きました。藤島先

生生生生塚塚塚塚寺小寺小寺小寺小屋屋屋屋「「「「文正文正文正文正塾塾塾塾」」」」・・・・焼堂焼堂焼堂焼堂のののの二十二十二十二十四輩四輩四輩四輩さんさんさんさん忠魂忠魂忠魂忠魂

碑碑碑碑・山田・山田・山田・山田蔵蔵蔵蔵人高人高人高人高清清清清のののの墓墓墓墓・松・松・松・松平頼平頼平頼平頼重重重重岩岩岩岩部別部別部別部別荘荘荘荘跡跡跡跡・・・・関関関関

のののの関所跡関所跡関所跡関所跡等、塩江に生まれながら等、塩江に生まれながら等、塩江に生まれながら等、塩江に生まれながら知知知知らない事がらない事がらない事がらない事が多多多多

すすすすぎぎぎぎててててびびびびっっっっくりでした。塩江くりでした。塩江くりでした。塩江くりでした。塩江鉄鉄鉄鉄道が道が道が道が仏仏仏仏生山～塩江生山～塩江生山～塩江生山～塩江

間間間間16.1km16.1km16.1km16.1kmののののガガガガソソソソリンリンリンリンカカカカーとしてーとしてーとしてーとして昭和昭和昭和昭和4444年～年～年～年～16161616年の年の年の年の

間間間間をををを走走走走り塩江り塩江り塩江り塩江温泉温泉温泉温泉（（（（四四四四国の国の国の国の宝塚宝塚宝塚宝塚とととと言言言言わわわわれた）のれた）のれた）のれた）の繁繁繁繁

栄栄栄栄を支えたを支えたを支えたを支えた跡跡跡跡地（地（地（地（橋橋橋橋梁梁梁梁・・・・トトトトンンンンネネネネル・ル・ル・ル・駅駅駅駅ホームホームホームホーム跡跡跡跡・・・・

レレレレールールールール敷敷敷敷地地地地跡跡跡跡）の）の）の）の探索探索探索探索はははは素晴素晴素晴素晴らしらしらしらしかっかっかっかった。た。た。た。    

    

 

３３３３日日日日目目目目、、、、坂坂坂坂出出出出五色五色五色五色台の台の台の台の景色景色景色景色・根・根・根・根来寺来寺来寺来寺・・・・白峰白峰白峰白峰寺寺寺寺・・・・

栗栗栗栗林林林林公園公園公園公園・・・・平家物語記念館平家物語記念館平家物語記念館平家物語記念館の見の見の見の見学学学学とととと和三盆作和三盆作和三盆作和三盆作り・り・り・り・

栗栗栗栗林林林林公園公園公園公園のののの菊菊菊菊月月月月亭亭亭亭（（（（昼食昼食昼食昼食とおとおとおとお茶茶茶茶）の）の）の）の体体体体験験験験等、等、等、等、素晴素晴素晴素晴

らしらしらしらしいいいい知知知知らららられていないれていないれていないれていない故郷故郷故郷故郷をまだまだ皆さんおをまだまだ皆さんおをまだまだ皆さんおをまだまだ皆さんお知知知知

ららららせせせせしたい事がしたい事がしたい事がしたい事が沢沢沢沢山ありますが山ありますが山ありますが山ありますが次次次次のののの機機機機会にさ会にさ会にさ会にさせせせせてててて

頂頂頂頂きます。きます。きます。きます。    

（塩江（塩江（塩江（塩江小小小小田田田田出身出身出身出身    都内大田区都内大田区都内大田区都内大田区羽羽羽羽田田田田在住在住在住在住））））    



 

高松・塩江ふるさと会会報「なにしょんな」第 25 号 

塩江紀行塩江紀行塩江紀行塩江紀行 

赤松赤松赤松赤松    圭三圭三圭三圭三    

はじめてはじめてはじめてはじめて参参参参加した加した加した加した２泊３２泊３２泊３２泊３日日日日

の塩江紀行は、の塩江紀行は、の塩江紀行は、の塩江紀行は、爽爽爽爽やかやかやかやかなななな好好好好天天天天

にににに恵恵恵恵まれ、またまれ、またまれ、またまれ、また沢沢沢沢山の楽しい山の楽しい山の楽しい山の楽しい

イベイベイベイベンンンントトトトが組まれ、ふるさとが組まれ、ふるさとが組まれ、ふるさとが組まれ、ふるさと

の秋をたの秋をたの秋をたの秋をたっっっっぷぷぷぷりりりり味味味味わわわわえました。えました。えました。えました。

同同同同行の行の行の行の方方方方はははは初初初初めての人もめての人もめての人もめての人も多かっ多かっ多かっ多かったのですが、話のたのですが、話のたのですが、話のたのですが、話の

中中中中で、地で、地で、地で、地縁縁縁縁・・・・血血血血縁縁縁縁・・・・学縁学縁学縁学縁等にお等にお等にお等におよよよよぶぶぶぶと、どこと、どこと、どこと、どこかかかかでででで

何か何か何か何かとととと繋繋繋繋がりありがりありがりありがりあり親親親親近近近近感感感感をををを覚覚覚覚えました。えました。えました。えました。「「「「ふるさふるさふるさふるさ

とととと」」」」とのとのとのとの持持持持つつつつ偉偉偉偉大な力と大な力と大な力と大な力と包容包容包容包容力を力を力を力を改改改改めてめてめてめて認認認認識致識致識致識致しししし

ました。ました。ました。ました。 

    第第第第１１１１日日日日目目目目のののの「「「「塩江塩江塩江塩江踊踊踊踊りりりり」」」」はははは早早早早井井井井幸幸幸幸子様子様子様子様他他他他のごのごのごのご婦婦婦婦

人に人に人に人によよよよるるるる歓歓歓歓迎迎迎迎のののの踊踊踊踊りがりがりがりが披露披露披露披露されました。されました。されました。されました。中中中中でもでもでもでも「一「一「一「一

合合合合撒撒撒撒いた・・・いた・・・いた・・・いた・・・」」」」はははは覚覚覚覚えてえてえてえて帰帰帰帰りなさいと、りなさいと、りなさいと、りなさいと、繰繰繰繰りりりり返返返返

しししし稽稽稽稽古古古古してくれました。してくれました。してくれました。してくれました。６０６０６０６０年前の年前の年前の年前の真真真真夏の夏の夏の夏の盆盆盆盆踊踊踊踊りりりり

をををを懐懐懐懐かかかかしくしくしくしく想想想想いいいい出出出出しました。しました。しました。しました。夜夜夜夜の部は、の部は、の部は、の部は、和和和和泉泉泉泉幸幸幸幸弘弘弘弘

様に様に様に様によよよよるるるる温泉温泉温泉温泉情緒情緒情緒情緒豊か豊か豊か豊かなななな「「「「塩江し塩江し塩江し塩江しぐぐぐぐれれれれ」「」「」「」「合合合合歓歓歓歓のののの湯湯湯湯

の町の町の町の町」」」」等等等等自自自自作作作作のののの曲曲曲曲をたをたをたをたっっっっぷぷぷぷりりりり聞かせ聞かせ聞かせ聞かせていただき、ていただき、ていただき、ていただき、

又又又又スススステテテテージではージではージではージでは個個個個人指導もあり人指導もあり人指導もあり人指導もあり賑賑賑賑やかやかやかやかなななな一夜一夜一夜一夜でしでしでしでし

た。た。た。た。２２２２日日日日目目目目は松茸・は松茸・は松茸・は松茸・椎椎椎椎茸・栗茸・栗茸・栗茸・栗狩狩狩狩りと後藤安宏様のりと後藤安宏様のりと後藤安宏様のりと後藤安宏様の

案案案案内で秋の山の内で秋の山の内で秋の山の内で秋の山の幸幸幸幸をををを満喫満喫満喫満喫しました。松茸はしました。松茸はしました。松茸はしました。松茸は奇跡奇跡奇跡奇跡的的的的

にににに３３３３本見つけ、ご本見つけ、ご本見つけ、ご本見つけ、ご飯飯飯飯とととと吸吸吸吸いいいい物物物物のののの昼食昼食昼食昼食となりました。となりました。となりました。となりました。

午午午午後は藤後は藤後は藤後は藤澤保澤保澤保澤保様が様が様が様が上上上上西・塩江・安原に西・塩江・安原に西・塩江・安原に西・塩江・安原に点在点在点在点在するするするする遺遺遺遺

跡跡跡跡・・・・歴史歴史歴史歴史探探探探しのしのしのしの案案案案内をして内をして内をして内をして下さいました。下さいました。下さいました。下さいました。資料資料資料資料はははは

１３１３１３１３ページにもページにもページにもページにも及ぶ及ぶ及ぶ及ぶ手製手製手製手製でででで良良良良いいいい記念記念記念記念になりまになりまになりまになりましししした。た。た。た。 

３３３３日日日日目目目目は栗は栗は栗は栗林林林林公園公園公園公園の見の見の見の見学学学学（（（（ボラボラボラボランンンンテテテティィィィアのアのアのアの案案案案内内内内説説説説

明明明明で）とで）とで）とで）と菊菊菊菊月月月月亭亭亭亭（（（（南湖湖畔南湖湖畔南湖湖畔南湖湖畔）でお）でお）でお）でお茶茶茶茶会があり会があり会があり会があり昼食昼食昼食昼食

のののの懐石膳懐石膳懐石膳懐石膳にににに餡餡餡餡こここころろろろ餅餅餅餅のののの雑煮雑煮雑煮雑煮がががが出出出出ててててびびびびっっっっくり。くり。くり。くり。懐懐懐懐かかかか

しししし味味味味わわわわいました。いました。いました。いました。 

 

ささささぬぬぬぬきききき名名名名産産産産和讃盆作和讃盆作和讃盆作和讃盆作りにりにりにりに挑挑挑挑戦戦戦戦しおしおしおしお土土土土産に産に産に産に持持持持ち帰ち帰ち帰ち帰りりりり

ました。この度の楽しました。この度の楽しました。この度の楽しました。この度の楽しかっかっかっかったたたた旅旅旅旅行を支えて下さ行を支えて下さ行を支えて下さ行を支えて下さっっっったたたた

宿宿宿宿泊泊泊泊先の先の先の先のセカセカセカセカンンンンドドドドスススステテテテージージージージ薮薮薮薮内様、ペンシ内様、ペンシ内様、ペンシ内様、ペンショョョョンとまンとまンとまンとま

とのとのとのとの赤赤赤赤松様をはじめ地元の松様をはじめ地元の松様をはじめ地元の松様をはじめ地元の方々方々方々方々のののの温か温か温か温かいおもてないおもてないおもてないおもてな

しにおしにおしにおしにお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。又又又又この塩江紀行を企画、この塩江紀行を企画、この塩江紀行を企画、この塩江紀行を企画、

素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい思思思思いいいい出出出出ををををプロデプロデプロデプロデュュュュースして下さースして下さースして下さースして下さっっっった池た池た池た池

田会長に田会長に田会長に田会長に感謝申感謝申感謝申感謝申しししし上げ上げ上げ上げます。ます。ます。ます。又又又又帰帰帰帰りたい塩江でした。りたい塩江でした。りたい塩江でした。りたい塩江でした。

（塩江（塩江（塩江（塩江岩岩岩岩部部部部出身出身出身出身    栃木栃木栃木栃木県下県下県下県下野野野野市市市市在住在住在住在住）））） 

塩江踊りをよろしく塩江踊りをよろしく塩江踊りをよろしく塩江踊りをよろしく 

早早早早井井井井（（（（旧姓旧姓旧姓旧姓    中中中中条条条条））））幸幸幸幸子子子子 

ふるさと会の皆さま、先日は楽しふるさと会の皆さま、先日は楽しふるさと会の皆さま、先日は楽しふるさと会の皆さま、先日は楽し

い時い時い時い時間間間間をごをごをごをご一一一一緒緒緒緒ささささせせせせてててて頂頂頂頂きありがきありがきありがきありが

とうございました。とうございました。とうございました。とうございました。服服服服のののの上か上か上か上からららら着付着付着付着付

けたのに、塩江けたのに、塩江けたのに、塩江けたのに、塩江踊踊踊踊りのりのりのりの衣装衣装衣装衣装が皆さんとてもが皆さんとてもが皆さんとてもが皆さんとても良良良良くおくおくおくお似似似似

合いでした。合いでした。合いでした。合いでした。踊踊踊踊りも、もうりも、もうりも、もうりも、もうバッバッバッバッチチチチリですリですリですリですねねねね（（（（一一一一合ま合ま合ま合ま

いただけは）あとはいただけは）あとはいただけは）あとはいただけは）あとは「「「「合合合合歓歓歓歓のののの湯湯湯湯の町の町の町の町」」」」とととと「「「「塩江塩江塩江塩江小小小小唄唄唄唄」」」」

のののの２２２２曲曲曲曲を加えて、塩江を加えて、塩江を加えて、塩江を加えて、塩江踊踊踊踊りりりり三三三三部部部部作作作作となとなとなとなっっっっております。ております。ております。ております。

今年は町民今年は町民今年は町民今年は町民運運運運動会で塩江動会で塩江動会で塩江動会で塩江中学校中学校中学校中学校生生生生やややや先生先生先生先生方方方方とととと一一一一緒緒緒緒

に総に総に総に総踊踊踊踊りでりでりでりで踊踊踊踊りました。りました。りました。りました。 

上上上上原原原原校校校校長先生も長先生も長先生も長先生も飛び入飛び入飛び入飛び入りでりでりでりで踊っ踊っ踊っ踊って下さいました。て下さいました。て下さいました。て下さいました。

続続続続けてけてけてけて踊踊踊踊るとハーるとハーるとハーるとハードドドドですが、ですが、ですが、ですが、休休休休みみみみ休休休休みみみみ踊踊踊踊ると楽しいると楽しいると楽しいると楽しい

し、おし、おし、おし、お腹腹腹腹ははははひひひひっっっっこみ、こみ、こみ、こみ、姿姿姿姿勢勢勢勢もももも良良良良くなりくなりくなりくなり美容美容美容美容体体体体操＆健操＆健操＆健操＆健

康康康康体体体体操操操操ににににぴぴぴぴっっっったりです。たりです。たりです。たりです。そそそそののののせせせせいでいでいでいで私私私私たたたたちちちち塩江塩江塩江塩江踊踊踊踊りりりり

のののの踊踊踊踊り子さんり子さんり子さんり子さん達達達達は、は、は、は、全全全全員で員で員で員で約約約約３０３０３０３０人いますが、別人いますが、別人いますが、別人いますが、別嬪嬪嬪嬪

さんさんさんさん揃揃揃揃い（おい（おい（おい（お歳歳歳歳のののの割割割割には）です。常に活動しているには）です。常に活動しているには）です。常に活動しているには）です。常に活動している

のはのはのはのは半半半半数数数数くらいです。どうくらいです。どうくらいです。どうくらいです。どうかかかか皆さんも会う人皆さんも会う人皆さんも会う人皆さんも会う人毎毎毎毎に、に、に、に、

特に塩江特に塩江特に塩江特に塩江在住在住在住在住の人に、の人に、の人に、の人に、「「「「塩江塩江塩江塩江踊踊踊踊りはええでェ、りはええでェ、りはええでェ、りはええでェ、ちちちちょょょょ

うどええうどええうどええうどええ運運運運動になるし、おも動になるし、おも動になるし、おも動になるし、おもっっっっしょいんじしょいんじしょいんじしょいんじゃわゃわゃわゃわ」」」」とととと

宣宣宣宣伝伝伝伝して下さい。して下さい。して下さい。して下さい。そそそそして日本して日本して日本して日本中中中中に、に、に、に、世世世世界界界界中中中中に発に発に発に発信信信信しししし

て下さい。発て下さい。発て下さい。発て下さい。発信信信信といえといえといえといえばばばば、今、、今、、今、、今、「「「「しおのえしおのえしおのえしおのえ５５５５・・・・７７７７・・・・

５」５」５」５」というのをというのをというのをというのを１１１１１１１１月月月月１１１１日に発日に発日に発日に発表表表表します。今年します。今年します。今年します。今年初初初初めめめめ

てのてのてのての試試試試みですがみですがみですがみですが全全全全国国国国かかかからららら３３３３９９９９５５５５句句句句のののの応募応募応募応募がありまがありまがありまがありま

した。した。した。した。他他他他に塩江町内のに塩江町内のに塩江町内のに塩江町内の小中学小中学小中学小中学生の生の生の生の句句句句がががが１１１１７７７７６６６６句句句句ありありありあり

ます。ます。ます。ます。全全全全作作作作品が藤品が藤品が藤品が藤澤保氏澤保氏澤保氏澤保氏のののの「「「「塩江つれ塩江つれ塩江つれ塩江つれづづづづれれれれ」」」」にににに掲載掲載掲載掲載

されますのでされますのでされますのでされますので読読読読んで、んで、んで、んで、感感感感想想想想をおをおをおをお知知知知ららららせせせせ下さ下さ下さ下さい。これい。これい。これい。これ

かかかからもどうらもどうらもどうらもどうぞよろぞよろぞよろぞよろしくおしくおしくおしくお願願願願いします。いします。いします。いします。 

（（（（塩江安原塩江安原塩江安原塩江安原在在在在住住住住）））） 

 

塩江の歌塩江の歌塩江の歌塩江の歌 

和和和和泉泉泉泉    幸幸幸幸弘弘弘弘 

ふるさと会の塩江ふるさと会の塩江ふるさと会の塩江ふるさと会の塩江旅旅旅旅行では行では行では行では「「「「塩塩塩塩

江の江の江の江の歌」歌」歌」歌」ののののココココーーーーナナナナーをーをーをーを担担担担当当当当ささささせせせせてててて

いただき有難うございました。いただき有難うございました。いただき有難うございました。いただき有難うございました。

「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の歌」歌」歌」歌」はははは現在現在現在現在地元塩江では、地元塩江では、地元塩江では、地元塩江では、「「「「合合合合歓歓歓歓のののの湯湯湯湯の町の町の町の町」」」」

とととと「「「「塩江塩江塩江塩江小小小小唄唄唄唄」」」」のののの２２２２曲曲曲曲がありがありがありがあり踊踊踊踊りに使りに使りに使りに使わわわわれているくれているくれているくれているく

らいであまりらいであまりらいであまりらいであまり聴聴聴聴かかかかれていまれていまれていまれていませせせせん。このままではん。このままではん。このままではん。このままでは昔昔昔昔のののの

「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の歌」歌」歌」歌」はははは音源音源音源音源がががが失わ失わ失わ失われてしまうのではとれてしまうのではとれてしまうのではとれてしまうのではと不不不不安安安安

になり、このになり、このになり、このになり、この１１１１年年年年「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の歌」歌」歌」歌」のののの音源音源音源音源をををを確保確保確保確保しししし保保保保存存存存

することと、新しいすることと、新しいすることと、新しいすることと、新しい「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の歌」歌」歌」歌」のののの３３３３曲目曲目曲目曲目をををを作作作作るこるこるこるこ

とに取り組んでまいりました。香川のとに取り組んでまいりました。香川のとに取り組んでまいりました。香川のとに取り組んでまいりました。香川の偉偉偉偉大な大な大な大な作曲家作曲家作曲家作曲家

大川大川大川大川かづゆかづゆかづゆかづゆきききき先生をさがして先生をさがして先生をさがして先生をさがして自自自自分の分の分の分の思思思思いをいをいをいを伝伝伝伝え、え、え、え、沢沢沢沢

山の山の山の山のＣＤＣＤＣＤＣＤととととテテテテーーーーププププをををを頂頂頂頂戴戴戴戴しました。先生はしました。先生はしました。先生はしました。先生は「「「「塩江で塩江で塩江で塩江で

私私私私のののの作作作作品がふたた品がふたた品がふたた品がふたたび聴び聴び聴び聴いてもらえるいてもらえるいてもらえるいてもらえるよよよようになりまうになりまうになりまうになりま

すすすすねねねね」」」」とおとおとおとお喜び喜び喜び喜びになりました。になりました。になりました。になりました。同級同級同級同級生で生で生で生で数数数数曲曲曲曲テテテテーーーーププププ

にににに録音録音録音録音しししし保管保管保管保管している人がいたのでこれらしている人がいたのでこれらしている人がいたのでこれらしている人がいたのでこれら曲曲曲曲を加を加を加を加

えてえてえてえて「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の歌」歌」歌」歌」を再編集し、塩江を再編集し、塩江を再編集し、塩江を再編集し、塩江コミニコミニコミニコミニュュュューーーーテテテティィィィ

セセセセンンンンタタタターにーにーにーに保管保管保管保管をおをおをおをお願願願願いしました。新しいいしました。新しいいしました。新しいいしました。新しい「「「「塩江の塩江の塩江の塩江の

歌」歌」歌」歌」のののの制作制作制作制作ではではではでは自自自自分で分で分で分で作曲作曲作曲作曲（（（（採譜採譜採譜採譜はははは依頼依頼依頼依頼）をしたい）をしたい）をしたい）をしたい

とととと考考考考ええええ少々少々少々少々難難難難曲曲曲曲になになになになっっっってしまいましたが秋～てしまいましたが秋～てしまいましたが秋～てしまいましたが秋～冬冬冬冬のののの

塩江を塩江を塩江を塩江をテテテテーーーーママママにしたにしたにしたにした「「「「塩江し塩江し塩江し塩江しぐぐぐぐれれれれ」」」」をををを作作作作りました。りました。りました。りました。

イイイインンンンタタタターーーーネットネットネットネットののののユユユユーーーーチチチチュュュューーーーブブブブでごでごでごでご視聴視聴視聴視聴下され下され下され下さればばばば

幸幸幸幸いです。いです。いです。いです。 

 

今回の今回の今回の今回の「「「「塩塩塩塩江の江の江の江の歌」歌」歌」歌」ののののココココーーーーナナナナーでは会員の皆様にーでは会員の皆様にーでは会員の皆様にーでは会員の皆様に一一一一

緒緒緒緒にににに歌っ歌っ歌っ歌っていただき大ていただき大ていただき大ていただき大変変変変有有有有意意意意義義義義な時な時な時な時間間間間をををを過過過過ごさごさごさごさせせせせ

ていただきました（ていただきました（ていただきました（ていただきました（但但但但ししししカラカラカラカラオケオケオケオケの先生では落第での先生では落第での先生では落第での先生では落第で

したが）。したが）。したが）。したが）。歌歌歌歌を通して緑を通して緑を通して緑を通して緑豊か豊か豊か豊かなななな我我我我がふるさと塩江ががふるさと塩江ががふるさと塩江ががふるさと塩江が

一一一一生生生生心心心心のののの中中中中に行きに行きに行きに行き続続続続けるとけるとけるとけると信信信信じ活動をじ活動をじ活動をじ活動を続続続続けていきけていきけていきけていき

たいとたいとたいとたいと思思思思いますので今後いますので今後いますので今後いますので今後共宜共宜共宜共宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいいい致致致致します。します。します。します。

（塩江（塩江（塩江（塩江出身出身出身出身    市内市内市内市内一一一一宮宮宮宮町町町町在住在住在住在住）））） 

ふるさと塩江の弓の名人「別所八郎信能」ふるさと塩江の弓の名人「別所八郎信能」ふるさと塩江の弓の名人「別所八郎信能」ふるさと塩江の弓の名人「別所八郎信能」 

藤藤藤藤澤澤澤澤    保保保保 

ふるさと会の皆様ふるさと会の皆様ふるさと会の皆様ふるさと会の皆様『『『『塩江紀行塩江紀行塩江紀行塩江紀行』』』』

おおおお疲疲疲疲れ様でした。れ様でした。れ様でした。れ様でした。「「「「ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの歴歴歴歴

史史史史探探探探しししし」」」」はいはいはいはいかかかかがでしたがでしたがでしたがでしたかかかか。塩江。塩江。塩江。塩江

にはにはにはには温泉温泉温泉温泉を始めを始めを始めを始め旧旧旧旧跡跡跡跡・・・・遺跡遺跡遺跡遺跡・・・・ガガガガソソソソ

リンリンリンリンカカカカーのーのーのーの遺遺遺遺構構構構そそそそしてしてしてして歴史歴史歴史歴史人人人人物物物物と、と、と、と、素晴素晴素晴素晴らしい誇れらしい誇れらしい誇れらしい誇れ

るもるもるもるものがいのがいのがいのがいっっっっぱぱぱぱいあります。いあります。いあります。いあります。 

 

山田山田山田山田蔵蔵蔵蔵人の人の人の人の退治退治退治退治した根した根した根した根来寺来寺来寺来寺のののの「「「「牛鬼牛鬼牛鬼牛鬼」」」」見られました見られました見られました見られました

かかかか。もう。もう。もう。もう一一一一人の人の人の人の弓弓弓弓のののの名名名名人人人人「「「「別別別別所八所八所八所八郎郎郎郎」」」」についてについてについてについて簡単簡単簡単簡単

にににに紹介紹介紹介紹介しておきます。しておきます。しておきます。しておきます。上上上上西に西に西に西に「「「「貝貝貝貝のののの股股股股」」」」とととと言言言言う地う地う地う地名名名名

があります。があります。があります。があります。そそそそのののの昔昔昔昔、この地の、この地の、この地の、この地の良良良良質質質質のののの樫樫樫樫のののの木木木木をををを買買買買いいいい

付付付付けにけにけにけに来来来来る、る、る、る、又又又又一一一一郎郎郎郎というというというという男男男男がいた。がいた。がいた。がいた。樫樫樫樫はははは船船船船のののの櫂櫂櫂櫂（（（（かかかか

い）にい）にい）にい）に用用用用いるためです。いるためです。いるためです。いるためです。そそそそれでれでれでれで櫂櫂櫂櫂のののの又又又又さん、さん、さん、さん、そそそそここここかかかか

らららら「「「「貝貝貝貝のののの股股股股」」」」という地という地という地という地名名名名になになになになっっっったというたというたというたという伝伝伝伝説説説説がありがありがありがあり

ます。が、ます。が、ます。が、ます。が、私私私私はははは次次次次のののの説説説説ではないではないではないではないかかかかとととと思思思思います。います。います。います。天天天天正正正正

三三三三年年年年五五五五月、月、月、月、武武武武田田田田信信信信玄玄玄玄の子の子の子の子勝勝勝勝頼頼頼頼が長が長が長が長篠篠篠篠のののの戦戦戦戦いでいでいでいで敗敗敗敗れたれたれたれた

後、後、後、後、家家家家臣臣臣臣のののの朝比朝比朝比朝比奈奈奈奈五郎五郎五郎五郎がががが次男次男次男次男伊伊伊伊豆豆豆豆八八八八郎郎郎郎とともに内とともに内とともに内とともに内場場場場

城城城城主主主主藤藤藤藤沢沢沢沢新新新新太太太太夫夫夫夫重弘重弘重弘重弘をををを頼頼頼頼りりりり讃讃讃讃岐岐岐岐にににに来来来来た。た。た。た。そそそその後、の後、の後、の後、甲甲甲甲

斐斐斐斐のののの股城城股城城股城城股城城主主主主となとなとなとなっっっったが、のたが、のたが、のたが、のちちちちに内に内に内に内場場場場城城城城にににに移移移移りりりり住住住住みみみみ

藤藤藤藤沢八沢八沢八沢八郎郎郎郎とととと称称称称した。した。した。した。そそそその後、の後、の後、の後、禄禄禄禄をををを失失失失い、別子にい、別子にい、別子にい、別子に移移移移りりりり

住住住住みみみみ「「「「別別別別所八所八所八所八郎郎郎郎」」」」とととと称称称称して、田して、田して、田して、田猟猟猟猟を業としたを業としたを業としたを業としたそそそそうでうでうでうで

す。このす。このす。このす。この甲斐甲斐甲斐甲斐のののの股城股城股城股城かかかからららら転転転転じてじてじてじて「「「「貝貝貝貝のののの股股股股」」」」となとなとなとなっっっったたたた

のではないでしょうのではないでしょうのではないでしょうのではないでしょうかかかか。さて、別。さて、別。さて、別。さて、別所八所八所八所八郎郎郎郎ですが、安ですが、安ですが、安ですが、安

原の原の原の原の百百百百々々々々淵淵淵淵に大に大に大に大蛇蛇蛇蛇がががが住住住住んでおり、人んでおり、人んでおり、人んでおり、人間や間や間や間や家家家家畜畜畜畜をををを襲襲襲襲っっっっ

ていた。別ていた。別ていた。別ていた。別所八所八所八所八郎郎郎郎が大が大が大が大蛇蛇蛇蛇退治退治退治退治にににに来来来来たが、大たが、大たが、大たが、大蛇蛇蛇蛇はははは頭頭頭頭にににに

鐘鐘鐘鐘ををををかかかかぶぶぶぶっっっっておりておりておりており矢矢矢矢がたたない。がたたない。がたたない。がたたない。矢矢矢矢はもうはもうはもうはもう尽尽尽尽きたときたときたときたと

思思思思っっっった大た大た大た大蛇蛇蛇蛇はははは鐘鐘鐘鐘をををを脱脱脱脱いだ。いだ。いだ。いだ。八八八八郎郎郎郎ははははそそそその時ただの時ただの時ただの時ただ一一一一筋残筋残筋残筋残

していたしていたしていたしていた最最最最後の後の後の後の矢矢矢矢で大で大で大で大蛇蛇蛇蛇をををを射射射射ることができた。ることができた。ることができた。ることができた。八八八八郎郎郎郎

はこのはこのはこのはこの鐘鐘鐘鐘を国分を国分を国分を国分寺寺寺寺にににに奉納奉納奉納奉納した。した。した。した。讃讃讃讃岐随岐随岐随岐随一一一一とととと言言言言うこのうこのうこのうこの

鐘鐘鐘鐘は今もは今もは今もは今も昔昔昔昔とととと変わ変わ変わ変わららららぬぬぬぬ美美美美しいしいしいしい音色音色音色音色をををを讃讃讃讃岐岐岐岐平平平平野野野野にににに響響響響

かせかせかせかせている。ている。ている。ている。そそそそして別して別して別して別所八所八所八所八郎郎郎郎のののの墓墓墓墓碑碑碑碑は別は別は別は別所所所所にににに静静静静かかかかにににに

祀祀祀祀られている。（塩江られている。（塩江られている。（塩江られている。（塩江出身出身出身出身    市内香川町市内香川町市内香川町市内香川町在住在住在住在住）））） 

 

 

 

 

 

 

  

事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ 

塩江紀行塩江紀行塩江紀行塩江紀行ははははふるさとをふるさとをふるさとをふるさとを知ろ知ろ知ろ知ろうとうとうとうと言言言言う趣う趣う趣う趣旨旨旨旨です。です。です。です。意意意意外外外外

とととと知知知知らないらないらないらないのがのがのがのが実実実実態態態態。。。。知知知知ることはることはることはることは郷郷郷郷土土土土愛愛愛愛となりとなりとなりとなり愛愛愛愛国国国国

心心心心につながるものだとにつながるものだとにつながるものだとにつながるものだと思思思思います。先います。先います。先います。先般東般東般東般東京県人会が京県人会が京県人会が京県人会が

あり大西市長・塩田あり大西市長・塩田あり大西市長・塩田あり大西市長・塩田小小小小豆豆豆豆島町長と島町長と島町長と島町長と久久久久ししししぶぶぶぶりお会いしりお会いしりお会いしりお会いし

すこすこすこすこぶぶぶぶるお元気でした。るお元気でした。るお元気でした。るお元気でした。来来来来年は総会を開催する時年は総会を開催する時年は総会を開催する時年は総会を開催する時期期期期

になります。になります。になります。になります。地元塩江町地元塩江町地元塩江町地元塩江町関関関関係係係係者と者と者と者と我我我我がふるさと会のがふるさと会のがふるさと会のがふるさと会の

交流を交流を交流を交流をよよよよりりりり促促促促進する進する進する進する機機機機会にしたいと会にしたいと会にしたいと会にしたいと考考考考えていまえていまえていまえています。す。す。す。 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    

塩江紀行塩江紀行塩江紀行塩江紀行でふでふでふでふるさとをるさとをるさとをるさとを再発見しました。ふるさと再発見しました。ふるさと再発見しました。ふるさと再発見しました。ふるさとユユユユ

ーーーータタタタンンンンをををを促促促促進する進する進する進する機機機機会になれ会になれ会になれ会になればばばばとととと思思思思います。います。います。います。    

次次次次号は号は号は号は来来来来年春年春年春年春を予定します。を予定します。を予定します。を予定します。                                                

((((編集人編集人編集人編集人    渡渡渡渡邉邉邉邉    剛至剛至剛至剛至))))    


