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ふるさと会よりご報告 

会 長（高松市観光大使） 

 池田 克彦 

ようやく暑い日が卒業しもう冬支度晩秋の時期

となりました。今年は台風と雨で各地に災害をもた

らし天候の不順に泣かされました。さて以下に地 

元の県、市の広報誌よりのご案内です。 

① 瀬戸内海国立公園指定 80 周年記念式典が 3 月

ウォーターフロント・フェスティバル等開催。 

② 26 年度 6 月市議会定例会開催一般会計補正予

算、地域コミュニティ協議会の備品整備イベン

ト事業助成ための予算等 23 議案可決。代表質

問ふるさと納税制度見直し（地場商品や観光の

魅力発信し地域活性化に向けお礼品設定など）

行い自主財源確保につなげるとしています。 

③ 第 49 回さぬき高松まつりが 8 月 12 日から市

内中央公園などで行われた。 

④ 6 月ほたる祭り開催にふるさと会から賛助金 3

万円寄付。8 月温泉まつりと 11 月塩江もみじ

祭開催。 

⑤ 市ゆめづくり推進事業として、塩江町はしおの

えの自然・歴史・文化魅力再発見に取り組み。 

⑥ 12 月全国年明けうどん大会 2014 in さぬきが

13 日・14 日サンメッセ香川で開催予定。 

⑦ 瀬戸内国際芸術祭 2016 が春・夏・秋の 3 時期

に瀬戸内の島々で開催予定。 

以下ふるさと会今年度活動を実施した内容です。 

1） 会報の発刊（28 号・29 号） 

2） 東京別海ふるさと会との交流事業（総会・根室

旬の秋刀魚祭り・産直フェア等） 

3） 8 月安原・塩江・上西各小学校 27 年 3 月閉校

記念行事に会から各小学校へ各 3 万円寄付。 

４）8 月町の歴史再発見と地域興し支援に島上氏作

大蛇伝説（表題大蛇：塩江物語第 1 話）150 冊をふ

るさと会が購入し関係部署に配布。今後、塩江町の

歴史発掘として第 2 作以降シ

リーズを検討。会と して支援

予定。ホテルセカン ドステー

ジで販売。 

1 冊¥816 です。 

５）9月塩江特産品として新米の販売支援（2000kg）

を関西・関東方面向け実施しました。 

６）ふるさと会が松茸山を 2 か所借用し京都吉村先

生や地元有志のご指導ご協力受けながら松茸

山（里山）再生に取り組みました。 

７）10 月塩江中学創立 50

周年記念に際し枝垂桜の

植樹と記念碑を学校正門

に設置しました。 

８）瀬戸内海国立公園指

定 80 周年、松茸狩りと瀬

戸内の旅を関西・関東か

ら 30 名参加、塩江町の松茸狩りと船をチャーター

し本島・瀬戸大橋・粟島と玉藻公園（盆栽大会）・

栗林公園を訪ねました。瀬戸内は波穏やかな好天気

に恵まれ素晴らしいクルージングでした。 

特集 ふるさとへの旅             

ふるさと会会長 池田 克彦 

 地方創生と市のゆめづくり推進事業にも関連す

るかと思いますが、塩江町で松茸山を借りて 4 年

経ちましたが天候不順で苦戦中。京都吉村先生に

2 年連続町にお出で戴き有難うございました。不

作でも地元の協力者らで里山が整備されば良いと

思っています。この度のふるさとへの旅は、豊作

情報を真面に地元から受け、松茸狩りと県東京事

務所特に高松市観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭﾛｰから、瀬戸内観

光情報の提供戴き「瀬戸内の旅」をカスタマイズ

した内容で実行しました。松茸狩には、京都吉村

先生のご講演と山の整備と道案内してくれた地元

協力者である後藤・植田・稲田・藤澤保各氏、懇親

会参加戴いた佐藤市会議員・和泉支所長・藤澤観

光協会会長・小笠原連合自治会長さんらと踊りと

歌でお世話になった早井・藤澤テルヱ・和泉幸弘

ら各氏に御礼を申し上げます。会場提供戴いたセ

カンドステージさんと旅参加して戴いた方々に感

謝を致します。旅に参加された方からご寄稿戴き

ご紹介申し上げて本紙で御礼を申し上げます。 

 

懇親会場 

 

佐藤市議ら 

地元関係者 

塩江踊関係

者 

旅参加者 

 

ふるさとへの旅に参加して 
ふるさと会理事 

沢田 登美恵 

10 月 27 日に羽田から高松に向け 

て飛び立ちふるさと塩江に帰れる

ので心浮き浮きで嬉しさ一杯。セカンドステージに

着き、サーこれから松茸狩りに行こうと思いつつも

急な坂で険しい山道、足元も悪いし転落しそうな感

じでしたので途中から返して来ました。1 本も松茸

が取れなくて残念。吉村先生の松茸に関した講演と

大蛇の塩江伝説の話。夕食

会は地元の舞踊先生が当

初踊り、その後半被と団扇

を貸して貰い一緒に踊り

は楽しかった。28 日は本島

の塩飽水軍の跡地の見番所や屋敷の見学、瀬戸大橋

を船からみて橋の大きさに驚き、観音寺沖合の粟島

の海員学校跡など、風がなく波穏やかな光輝く天候

の下、船を借り上げた船旅は素晴らしいものでした。

29 日は玉藻城の庭園の松は素晴らしく盆栽大会も

開催されていました。栗林公園では船と庭園が実に

マッチして美しい風景を

醸し出していて、南湖の掬

月亭での昼食と抹茶は何

とも言えない豊潤な気分

となりました。有難いふる

さとで誇りです。ふるさと訪問の旅に感謝します。

（埼玉県所沢市在住 塩江町安原奥野出身） 

松茸狩りと瀬戸内のたびに参加して 

 別海ふるさと会 

金子 昭雄 

山奥深く・・はたして 

軽トラいっぱい松

茸が・・の前評判に胸を踊らせて

急斜面を上ること１時間余り、、神

社を右手に見ながらトラバースす

ること１５分、やっと見晴らしの

良い尾根に出た。スズランテープ

が張ってあり、ここからが松茸狩

り地域との

こと。急斜

面の下方を

見ると確か

に「アカマ

ツ」が目立

つ。倒木や

ら蔦類、小

さな木々で

とても人が入れるところではないが、背を丸め、

顔を横にし這うよう歩き何とかアカマツの根元に

たどり着く。ホームセンターで仕入れたゴム先軍

手で必死に腐葉土をかき分けることしばらく。で

も何もない。隣の手慣れたおじいちゃん曰く“松

茸は腐葉土の中にはないよ”腐葉土は１０㎝以上

あり確かにきのこ類が成長しそうな場所ではない

が、必死で腐葉土をかき分けました。いつの間に

か５０ｍ以上も下ってしまい見ると尾根の方にみ

んな集まっているので引き返すことにしました。

http://www/
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帰りは急斜面のうえ、腐葉土と小枝の木々で上に

向かっては歩けず、斜め、斜めと這ってやっとの

ことみんなと合流でき帰路へ。皆さん松茸は０だ

ったようです。帰路は急な湿った下り坂で、ツル

ツル。登りより大変。運動靴をはいていても滑る

こと滑ること（革靴の人もいたが）。下を向いては

とても歩けず、横に横にと歩き（おかげで膝には

来なかったが）、みんなとワイワイおしゃべりをし

ながらなんとか時間までには戻ることができまし

た。ここの松茸狩りには「トレッキングシュー

ズ」が必要だと痛感しました。（次回は、皆さんト

レッキングシューズを） 塩江ふるさと会と地元

の人たちで、今回の松茸狩りのために、道路わき

の雑草や小枝を刈り払い、また歩きやすいように

山中の道も整備してくださり本当にありがとうご

ざいました。残念ながら松茸は、異常高温と長雨

のために菌が腐敗してしまったようですが、近い

日に軽トラ満載にとれることでしょう。 

洋上もいいもんだ！ 

 ２日目は豪華船海上

タクシーで瀬戸大

橋、塩泡本島、粟

島めぐりで昨年と

は違った瀬戸内を堪

能しました。瀬戸大橋

を下からじっくり眺めることは地元の人でもあま

りないようです。鉄の塊だが間近かに見るととて

も人間が作るものとは思えないくらい迫力があり

ました。昨年は瀬戸内国際芸術祭で瀬戸大橋は遠

くから眺めていたが、今年は行き、帰りと二度も

見学することができました。途中下船で栗島を見

学しました。栗島海員学校は、明治 30 年（120 年

位前）に建てられた木造建築の日本最初の海員学

校です。校舎内には、古いエンジンや観測機器が

展示、保存されていました。珍しい機器があり、

機械好きの私は時間をかけてじっくり見学しまし

た。今はコンピューター計測処理であっという間

に計測値が出るのになぁー！ きっと昔の人の方

が頭を使って仕事をしていたから、死ぬときは現

代人より頭がよかっただろうなんて思いながら。 

 玉藻公園で高松盆栽展 

 3 日目は高松城へ。高松

盆栽展見学ということで

「あまり盆栽は興味ないな

ぁ」と思っていたがなんと

ガイドがついて城の見学で

した。昨年は外から見

るだけで今度来たら

中に入ってみたいと思

っていたので見学がで

きたことはとてもうれ

しかったです。特に披

雲閣は、当時のものが

保存されていて歴史の重みが感じられました。各

部屋に盆栽が飾られ「これが高松盆栽展」納得し

た次第です。今回は、別海ふるさと会から 7 名参

加しました。高松・塩江には昨年の「瀬戸内国際

芸術祭」見学と 2 年連続の参加でしたが、昨年と

は全く異なる見学場所があり楽しむことができま

した。日本一ながーいアーケド街散策とその中で

のいけす料理の夕食も楽しかった思い出の 1 つで

す。私ごとで申し訳ないが、私の母の生まれが

1368 段で知られる「金比羅神社」のある琴平地域

で、旧姓は「宮西」。祖父の代に北海道小樽に入植

したらしいが詳しいことは聞いていないのでよく

わかりません、、また小学校の校長先生＆担任（と

いっても複式学級で 2 クラスしかなかった）が

「高松高校」出身で、帰省土産に「こんぴら飴」

をもらった記憶があります。飴の中に“金”の文

字があったような気がします。私にとっては、い

ろいろと繋がりのある香川県なので「行ってみた

い！」と思いつつも行く機会がないままきました

が、「ふるさと会」のおかげで行くことができあり

がたく思っています。次回行く機会があれば、母

の故郷“琴平”も訪ねたいと思っています。今回

の旅行を計画していただいた高松・塩江会池田会

長、幹事の皆様に厚く御礼申し上げます。（千葉県

松戸市内在住 北海道別海町中春別出身） 

採らぬ松茸の胸算用 

東京・別海ふるさと会 

       田村 保夫 

平成 26 年 9 月 10 日、高松・塩

江ふるさと会池田会長から「松茸

狩りと瀬戸内旅のご案内」なるお

誘いの文書をいただいた。昨年も

「ふるさと松茸狩りと・・・」となる案内状を貰っ

て参加したが、生憎不作で急遽椎茸狩りとなったの

を覚えている。しかし今年の案内状の文面には次の

ように書かれているではないか。「昨年は松茸大不

作でしたが、今年は管理してくれている地元同僚が

トラック一杯の豊作を目指して頑張ってくれてい

ます。この松茸を腹いっぱい食べたいと思います。

地元塩江では色々イベントを企画している様です。」

これは昨年とは明らかに様子が異なる。しかし文面

をよく読むと「豊作を目指して頑張っている」とい

う努力目標が書かれているに過ぎないではないか。

だが、トラック一杯とはいかなくても半分、いや三

分の一でも大した成果ではないか。これは参加して

みる価値がありそうだと期待を膨らませたが、なに

しろこのところ足を痛めて歩く旅は控えめにして

いるのに、松茸狩りには山に入らねばならずとても

自信がない。しかしよく考えてみると松茸狩りで採

った松茸を各々が、そのまま道帰るのではなく、お

そらくは 1 篭くらいか松茸なら 1 本くらいという

値段で買って帰ることになる筈で、そうなれば、自

分で山に入らなくても採れた松茸を買うことなら

私にも出来る。この際自宅だけではなく、日頃お世

話になっている知人や親しい友人等に宅配便で送

ろうと考え、送り先を 3 ヶ所ばかり手帳にメモして

参加を決めた。1 篭いくらかなあ、いや 1 本いくら

かなあ等と考えながら取りあえず 1 便 5 千円いや

1 万円として 4 便で 4 万円送料を含めれば 5 万円

位用意すれば足りるだろう等と「採らぬ松茸の胸算

用」をして参加を申し込んだ。ところがである。こ

の胸算用は出発前の羽田で早くもはじけてしまっ

た。「松茸は今年も不作ですが山に行きます。1 本

でも見つかればそのまま持ち帰っても結構です。」

と池田会長がおっしゃったのである。残念だが致し

方ない。後学のため松茸山がどんな所か見てみよう

と当日皆と一緒にバスに乗り込んで現地に行った

が、バスから降りて登山の入り口に立ってビックリ。

一面竹やぶでかなり急斜面を登ってその上に赤松

林の松茸山があると言う。とても登れそうにないの

で 1 人バスでみなの帰りを待つ事にした。行程は 2

時間、結果は全員が 1 本も収穫することなく終わっ

た。その夜松茸博士の吉村先生の講演があり、いか

に松茸の栽培が難しいかが説かれていた。1 年や 2

年の不作にめげてはいけません。数十年をかけて栄

光を掴んだ青色 LED の研究者に比べればまだまだ

序の口です。何時の日か塩江ふるさと会の松茸山が

豊作で町興しに一役買う日がくることを願ってい

ます。松茸の話はこの位にして、今回の旅も楽しい

ものでした。セカンドステージでの塩江踊り、チャ

ーター船での島めぐり、瀬戸大橋の下をくぐったり、

巨大タンカーを目のあたりにしたり、栗林公園での

庭園を眺めながら食事

会等、どれをとっても忘

れられないものになり

ました。本当に有難うご

ざいました。（都内足立

区在住 北海道別海町出身） 

松茸狩りと瀬戸内の旅の思い出 

市口 キヨ 

 四年ほど前より塩江会の皆様

にお世話になり、ふるさと会活動

に参加させて頂いております。今

回の旅は着いて直ぐ松茸狩りに

バスで山に行き、これまた狭く、

ぬかっている道、松茸 1 本 1 本と願いながら、足元

に気をつけ着いた所は険しい場所、直ぐ様下山して

しまった。生まれて初めて怖い山登りでした。今年

も又 1 本も取れず残念でした。夜はホテルセカンド

ステージで、吉村先生の松茸講演を拝聴し、塩江の

大蛇伝説を聞き、和泉さんの歌声と踊りを拝見、途

中から盆踊り風の様な中に飛び入り参加、輪になっ

て踊りました。その感覚が前から知っている仲間か

と思う感じがしてとても楽しかった。翌日は贅沢に

チャーター船で、初めて瀬戸大橋を穏やかな海上か

ら望見、本島、粟島を回りました。日常の事を忘れ

るくらい、天気も空気も良く穏やかな島でぶらぶら

して歩き、気持ちの良い散歩気分でした。本島は昭

和 45 年、国の史跡に指定され、昭和 57 年に皇太

子殿下がご訪問されたそうです。粟島では、日比野

小学校で染物のワークショップを実施し、私たちも

参加させて貰いました。海ホタルの感じの水玉の板

布に染料の色で点や丸をつけ楽しいひと時でした。

来年の海ホタル 8 月～9 月のシーズンに色を付け

た布をのぼりとして使用し揚げるのを楽しみして

いるとのことでした。前回高松に来た時は、瀬戸大

橋を車で渡りましたが、今回は橋の下を船でくぐり

車が船上からミニカーの様に見えたのは不思議な

感じがしました。粟島の帰り、船長さんがワザワザ

船を 4 万トン新造船を作っている造船所まで行き

http://twitter.com/tamamokoen/status/524114346800988162/photo/1
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見学させてくれ圧巻でした。瀬戸大橋を背に一筋の

光が夕日の波に漂う様は素晴らしく格別でした。栗

林公園の掬月亭においてお殿様気分で料理に舌づ

づみし庭園を見ながらの食事、ほんのり秋色を思わ

せる雰囲気がそこかしこに見られ、心地よいそよそ

よとした風が吹き、ゆったりした気分で抹茶と和三

盆もとても美味しく最高でした。栗林公園は何度見

ても素晴らしい庭園です。旅の最後の締めは矢張り

讃岐うどんですね。空港近くの林にある三徳の店で

美味しく戴きました。3 日間有難うございました。          

（都内新宿区在住 東京都

出身） 

 

 

 

 

松茸狩りと瀬戸内の旅の思い出 

東京・別海ふるさと会 

山川 桜子 

10 月 27 日から 2 泊 3 日の日程

で、塩江ふるさと会の旅行に参加い

たしました。一日目は『松茸狩り』。

北海道ではこの時期、ちょっと森に

入るとナラタケ（ボリボリ）など沢

山の野生きのこが採れますが、松茸狩りは初めての

体験で楽しみにしていました。時折小雨の降る中、

山道を登り、獣道を歩き、松茸山に着きました。広

く開けた所と思いきや、急な斜面の藪でした。それ

でも皆ずんずん分け入って、目を皿にして松茸を探

しました。結局、誰も収穫はありませんでしたが、

楽しい散策（？）でした。二日目は瀬戸内クルーズ

です。前日とはうって変わって秋晴れ。瀬戸大橋を

くぐって本島へ。 

本島

は信

長、

秀吉、

家康

の朱印状を得て島民の自治領だったとのこと。塩飽

勤番所には、朱印状などの古文書や海路図、咸臨丸

乗組員の遺品などが展示されていました。太平洋を

横断した咸臨丸の水夫 50 人中 35 人が塩飽出身で、

塩飽水軍の高い技術に思いを致しました。戊辰戦争

の後、北海道開拓史の輸送船となるも、木古内沖で

遭難した咸臨丸に郷愁を覚えるのは道産子だから

でしょうか。次に渡った粟島では海洋記念館を見学

し、予定になかったワークショップに参加しました。

「海ほたる」の旗に点描で絵を描き、楽しいひとと

きを過ごしました。終日、とても穏やかな海でした。

海に映る夕日がきれいでした。これが瀬戸内なので

すね。三日目も秋晴れ。玉藻城と栗林公園を見学し

ました。船に乗ったり掬月亭で昼食をとったり、お

姫様気分を味わいました。初めて食べたあんこ餅の

お雑煮が思いがけず美味で、感動物でした。最後に

「うどん県」に来て、うどんを食べずに帰らりょか

と、無理なお願いをして「三徳」さんへ。念願の金

時豆のかきあげとうどんを食べて大満足の旅でし

た。塩江ふるさと会皆様の心のこもったご接待に、

心から感謝いたしております。（都内大田区在住 

北海道興部出身） 

四国ふるさとの山と海を訪ねる旅に参加 

 

 

 

        

                佐々木 國男 

人一倍旅行好きですが、腰を上げるまでが軟弱で、

ついつい出かけられない理由を先に探してしまい

ます。「仕事が忙しくて～」等恰好の言い訳でした。 

 しかし、今回は池田社長直々のお誘いでもあり流

石にその言い訳は通用しなしし、松茸狩りと聞いて

は自称 B 級グルメの私に断れる訳がありませんで

した。出発の前日には早くも食べ方を考え、炭火で

炙って醤油を垂らそうか、いやいや新米に炊き込ん

でお吸い物と食するか、はたまた銀杏を入れた土瓶

蒸しにしようかなど思案に暮れてなかなか寝付け

ませんでした。翌朝は誰よ

りも一番に羽田空港に到着

し、じりじりしながら出発

時間を待っていましたが、

結局予定通りに高松空港に

入り、ホテルのバスで昼食

会場に向かいましたが、塩江の道筋には広々とした

田園風景がありません。毎年、池田社長から頂く新

米はいったいどこで収穫するのでしょう。まさか、

この山間の田圃かしらん？と疑問が湧きましたが

聞きそびれてしまいました。 その内「今年は長雨

のせいか、マツタケが見当たりません」との連絡。

遥々東北の片田舎からでてきたのにそれはないで

しょう。大蛇伝説の大蛇の祟り？ 不安は的中！マ

ツタケ山を登り下りしましたが全員坊主で、しかも

おまけに小雨まで。 

散々の態でしたが、さ

すが塩江の温泉は打

ちひしがれた心まで

癒してくれ、気を入れ

直した懇親会では、ご当地の歌踊に合わせて踊って

飲んで食べました。翌朝は 9 月下旬ほどの気温と好

天に恵まれ、高松港からチャーターした海上タクシ

ーで本島に出発しました。次々現れる島々を抜け、

途中予島の灯台を横目に豪華客船「日本丸」とすれ

違い、瀬戸大橋下にたどり着きました。吊り橋、斜

帳橋、トラス橋の三種が並ぶ威容に感心し、また美

しい橋を下から見上ることの感動は予想をこえる

ものでした。船を進め、本島に寄港し江戸時代に設

けられた塩飽勤番所を見学、次の粟島では道の両側

に立ち並ぶ昭和初期の家並を通り「国立海員学校跡」

に向かいました。帰りは廃校を利用した芸術村に立

ち寄り染色体験。また港に引き返す折には、あの朱

色丸型のポストがる郵便局前を通って戻りました。

島は一服の絵画を切り取ったようでした。のんびり

歩く猫、澄みきった空と柔らかな日差し、青い海と

潮の香り、まるで時間が止まっているような錯覚。

自分が昔から思い描いていた瀬戸内の島の風景が

ありました。このような所で余生を送るのも良いか

もと思いましたが、たぶん 3 日も持たないと思いま

す。その夜の懇親会は別海町の方々とも話が弾み、

前日に劣らず楽しいお酒でした。いよいよ四国最後

の日となりましたが、天気は引き続き快晴！気温は

汗ばむくらいと絶好調！まず最初に訪れたのは玉

藻公園でした。園内をボランティアガイドの様ざま

な説明を受けながら約 1 時間の行程で見学しまし

た。中でも印象に残ったのが大正時代の建築「披雲

閣」で、まさに優美で気品を兼ね備えた美しい建築

物でした。更には波の打った窓ガラスが当時の対象

モダンを表していましたが、このガラス板は今では

復元できないため貴重なものなそうです。昼近くに

移動、ミシェランが推薦する 3 つ星庭園「栗林公園」

に向かいました。高松松平家が 5 代 100 年をかけ

作成した名園中の名園で、しかもこの庭園にある茶

寮での昼食会とのこと。池に面した三方の広縁を開

いた座敷で景色を眺めながらの昼食です。汁は白味

噌仕立ての椀に丸い餅が入っていました。美味しく

いただいたあと、やはりここでもボランティアガイ

ドさんが案内してくれました。昼食、見学も十分堪

能した後は、一路高松空港で羽田に向かう予定でし

たが、讃岐に来て「讃岐うどん」を食べずに帰られ

ない、と誰かが言ったとか言わないとかで、今度は

高松でも人気のうどん屋さんによることになりま

した。十分にお腹いっぱいになった我々は、この後

高松空港でお土産を買い求め空路東京へ向かいま

した。ご存知かと思いますが、「るるぶ」という旅

の専門誌があります。この誌名の由来は「みる」「た

べる」「あそぶ」の楽しい旅に欠かせない 3 要素の

語尾を取って「るるぶ」と名付けたそうです。今回

の旅はまさにこの要素を全て満たして、さらにはハ

プニングやいろいろな方々との出会いなど、素晴ら

しく楽しい旅でありました。追記 1（木曜日） 田

舎へ戻った翌朝のテレビで「香川県粟島の漂流郵便

局」云々と言っていたので画面を見たら、我々が一

昨日通ったあの「朱色の丸ポストの郵便局」が映っ

ていました。あの郵便局は漂流郵便局と言って宛先

がない手紙を受け取ってくれる郵便局なそうです。

宛先がないとは、亡くなった父母や我が子、先立た

れた夫や妻、初恋の人や別れた恋人など、出すこと

が適わない手紙を受け取ってくれる郵便局でした。

追記 2（土曜日）遅めの朝食をとりながらテレビを

付けたところ、人口より牛が多い町を紹介します。

「別海町」ええっ～！一昨日までご一緒に旅をした

方のふるさとが別海町。伺ったままの風景やインタ

ビューがそこに映っていました。どこまでも続く牧

草地の風景や「隣の家まで○km あるよう～」「人口

は 8,000 人、牛は 11,000 頭、より牛が多いサッ」

のインタビューとか・・・これ絶対何かの縁。ぜひ

機会を見つけて旅せねばならないと思いました。こ

の様な機会を与えて頂いたことに心より感謝申し

上げます。（岩手県盛岡市内在住 岩手県盛岡市出

身） 

旅の写真集 

10 月 27 日 塩江：松茸狩 講演会 懇親会 

 

 

 

 



 

高松・塩江ふるさと会会報「なにしょんな」第 29号 

  

  

  

  

   

この日は塩江上西セカンドステージで宿泊。 

10 月 28 日 瀬戸内クルージング 

  

     

  

丸亀沖本島：塩飽見番所 

  

   

  

観音寺沖 粟島 

  

  

  

  

  

   

  

 

この日は高松市内ワシントンホテルで宿泊。 

夕食会は瀬戸内魚のイケス料理でした。 

 

10 月 29 日 玉藻：栗林公園 菊月亭 

  

  

  

  

  

事務局よりお知らせ 
①塩江産、燻製竹箸「たけるくん」のご紹介！ 

塩江・観光マイスター振興会は、塩江地域の観

光振興を目指すため、退職者などで構成する新

観光団体（平成 26 年 4 月 23 日設立）。主な活

動は、塩江温泉まつり等観光イベント開催支援。

観光客対象にした有償観光サービス提供。特産

品の開発と、ふるさと塩江の観光地づくりに塩

江温泉観光協会や各種団体・住

民と共に協力しながら活動を続

けています。今回は特産品「燻

製竹箸」をご紹介します。材料

は孟宗竹。3 日間ほど燻製し一

年間乾燥します。そして、切断

や研磨等の細かな工程を経て、最後に一つ一つ

カンナで丁寧に仕上げていくメイドイン塩江

燻製竹箸「たけるくん」の完成です。非常に丈

夫で使い勝手の良い箸で、塩江を訪れる観光客

に提供しようと、日々がんばって製作。ふるさ

と塩江帰郷の際は、道の駅しおのえで「たける

くん」を、お買い求めいただければ幸いです。

塩江・観光マイスター振興会長 山田孝士 

② 塩 江

中 学 校

第 1期生

卒 業 生

に よ る

創立 50

周年記念植樹（モツコクとサザンカ）を中学校

正門にて行いました。（左から上西の光本・安原

の池田・塩江の小笠原と細川） 

③ 10 月の 2 泊 3 日の松茸狩りと瀬戸内の旅の収

支は、収入¥1,182,270 支出¥1,758,814 高

松・塩江ふるさと会からの助成金は¥576,544。 

④上西の藤川牧場が濁酒・甘酒を生産と販売を開始。 

 

編集後記 
西日本の松茸は今年も天候不順で不作でした。し

かし里山の整備はわずかながらも進んでいると思

います。楽しいふるさとの旅の様子でした。 

 次号は来春を予定しています。 

（編集人 太田美奈子） 


