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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 

今年の夏の台風、特に 15 号は

高潮・高波と合し港湾施設の被害

が意外（あまり報道されなかつた

ようですが）と関東地区に大きか

った様です。今年のふるさと会行

事は、例年と比しバタバタと慌ただしい日程が続

いています。県・市よりの広報等から以下ご報告

いたします。 
1．瀬戸内国際芸術祭 2019 春（4 月 26 日～5 月

26 日：前回の約 1,9 倍 9 万人余来場）夏（7 月

19 日～8 月 25 日）秋（9 月 28 日～11 月 4 日）

開催。ふるさと会は、秋（10 月 20）オフィシア

ルツアーG コース（伊吹島・粟島）に巡ります。

10 月 19 日かがわ・山なみ芸術祭（塩江町）とセ

ットで首都圏・関西圏と各地から参加します。

2019 年ニューヨークタイムズで行くべき場所 7
位に瀬戸内海の島々が取り上げられているそう

で、注目度の高い瀬戸芸ツアーになります。後述

します。 
2．4 月 21 日高松市議会選挙が行われ市議会臨時

会が開催。観光エリア・付属医療施設整備特別委

員会委員長に佐藤好邦氏が選出された。屋島及び

塩江地域の観光振興のほか、付属医療施設の建設

整備について調査研究する委員会。塩江町の地域

振興が期待されます。 
3．5 月 27 日、以前からお願いしていた高松藩松

平 14 代当主頼武お殿様が塩江をご訪問頂いた。

藤沢英治観光協会長・佐藤好邦市会議員らの先導

で実現しました。初代藩主の頼重公（1622～95
年）のご位牌が塩江町教福寺まつられていて初め

て参拝された。町内にあった別荘（音川地区・岩

部地区）跡地の音川地区や塩江歴史資料館、行基

の湯、椛川ダムなど町内を見て頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4．6 月定例市議会一般質問で藤沢やよい市会議

員が塩江分院について。中山間地域の塩江で安心

して住み続けられるよう塩江分院を有床で早期

に立建て替える考えは。の質問。 
新たに整備する付属医療施設は無床となるが、

みんなの病院のサテライトとして運用し、連携強

化することで、有床で整備した場合と同様の対応

ができる。また、在宅医療の継続と合わせること

で、地域まるごと医療の実践が可能となるため、

有床で建て替える考えはないが、地域住民が地元

で安心して住み続けられるよう、早期の整備を目

指す。と市からの回答でした。 
5．6 月 30 日第 12 回ふるさと会総会・懇親会を

都内新宿区グランドヒル市谷ホテルで香川県東

京事務所星加所長（浜田県知事代理）と佐藤好邦

市会議員と東京・別海ふるさと会新家会長ら地元

塩江町から多数のご来賓と会員のご参加を得て

開催しました。浜田知事と大西市長から祝電を頂

きました。塩江町から参加された方には交通費 1
人補助金1万円17人補助しました。後述します。 
6．東京・別海ふるさと会との交流事業。5 月 25
日池袋メトロポリタンホテルで第 24 回定期総会

に参加。25 周年創立記念事業 7 月 1 日～3 日道

東の大自然と酪農郷を巡る旅に地元塩江町会員

と参加。釧路丹頂自然公園・別海乳業興社・郊楽

苑歓迎会・道の駅知床らうす・ホエルウオッチン

グ（クジラ発見・イルカが近く・ハシボソミズナ

ギドりの群）を回りました。10 月 3 日から都内

渋谷区代々木公園で産直フェアが開催され参加

（第 25 回北海道産直フェア） 
7．8 月 11 日山の記念イベントとして塩江竜王・

大滝宇ウオークが実施された。第 41 回塩江温泉

まつりが 8 月 31 日ホタルと文化の里で実施され

た。ふるさと会（東京）から支援参加しました。 
8．秋のイベント第 26 回高松秋のまつり 仏生山

大名行列が 10 月 19 日・20 日 高松的台湾夜市

2019in 北浜アリー10 月 11 日～13 日 玉藻公園

ナイトイベント・夜間ライトアップ 10 月の 12
日・13 日・19 日と 25 日～27 日午後 5 時半から 

等それぞれ開催。 
9．ふるさと会役員会開催を 5 月 3 日・25 日、6
月 17 日・22 日、8 月 3 日・25 日（10 月四国の

旅現地下見）、9 月 3 日に実施。 
10．英霊にこたえる会香川県本部へ寄付しました

（1 万円） 
11．例年、塩江の特産米として、こしひかりの新

米を販売支援していますが、今年は約 1700 ㎏の

支援でした。（赤松利幸さん産米） 
 
 

特集 ふるさと塩江 
高松・塩江ふるさと会に寄せて 

香川県東京事務所長 
星加 宏明 

高松・塩江ふるさと会の池田

会長をはじめ会員の皆様方には、

様々な分野でご活躍されますと

ともに、塩江はもとより、郷土

香川の発展のために日頃から格

別のご支援、ご協力をいただい

ており感謝申し上げます。 
個人的なことを申し上げますと、私は、高松市仏生

山町の出身で、塩江には比較的近いということもあ

り「行基の湯」につかったり、子どもが小さい時に 

は、川遊びに行ったりキャンプをしたり、塩江には

楽しい思い出がたくさんあります。 
先日、知事の代理として、高松・塩江ふるさと会の

総会・懇親会に参加させていただきました。２年に

１度の開催と伺いましたが、多くの会員が一堂に会

し盛大に行われました。懇親会では、塩江～仏生山

間を走ったガソリンカーの話、歌あり踊りあり、土

産物抽選会もあり２時間があっという間に過ぎて

しまいました。会長をはじめ幹事の方々には、開催

に当たって大変ご苦労があったと思いますが、私自

身、非常に楽しいひとときを過ごすことができまし

た。改めてお礼申し上げます。 
高松・塩江ふるさと会では、総会の開催をはじめ、

北海道別海町との交流、会報の発行など、様々な事

業を実施しておられます。これらの事業がさらに活

発に行われることをご期待申し上げますとともに、

東京事務所といたしましても皆様方と連携しつつ、

ふるさと塩江・郷土香川の発展ため尽力してまいり

たいと考えておりますので、引き続きよろしくお願

いいたします。 
 
しおのえ会について 

ふるさと会会員 
吉松 重記 

林野庁職員の私が、塩江町役

場産業観光課に着任したのは、

平成１０年４月のことでした。

初めての香川県（讃岐弁）、役

場での勤務という不安のなか、

職員や地域の方に支えていた

だき、森林整備の計画・実行、

林道や治山工事をはじめ、アマゴの放流、行基の湯

の運営、不動の滝の整備などに携わり、貴重な３年

間となりました。 
平成１３年、林野庁復帰とともに東京勤務となり、

「しおのえ会」からのお誘いがありました。半信半

疑で総会に参加させていただきましたが、池田会長

をはじめ役員の方々のご苦労の甲斐があり、充実し

た時間となったことは言うまでもなく、以降、毎回

参加し、役場当時の懐かしい面々との再会、ふるさ

と会会員の皆様との懇談を楽しんでいます。 
当会の特に印象的なことは、単なる同窓会活動に留

まることなく、離れた故郷を思う心、大切する心を

持ち続け、様々な活動、支援をしていることのすば

らしさではないかと思っています。地方の過疎化が

進展する中で地方創生が叫ばれていますが、難しい

課題であり、このような活動を通じて少しでも活性

化されることを望んでおり、私も微力ながら力添え

できればと考えているところです。 
折しも、先日の総会で高松への往復航空券をいただ

いたところであり、久しぶりに塩江を訪問し、職員

時代に携わった箇所の現状など確認してきたいと

思っています。 
末筆となりましたが、会員各位の益々の御健勝を祈

念申し上げるとともに、次回の総会でお会いできる

ことを楽しみにしています。（神奈川県在住） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
秋の内場池 

http://www/
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塩江としての実勢を 
藤川 孝三 

御縁あって 5 月にふるさと

会に入会して、6 月 30 日の総

会にも参加させていただきま

した。今後ともどうかよろし

くお願いいたします。塩江ふ

るさと会の活動については３

年前とかでしょうか、ホーム

ページを見つけた時に「池田

会長はじめ皆さまが積極的に

ふるさとの塩江に関わっているな～」とある意味シ

ョックを受けたのを憶えています。 
私事ですが、塩江で生まれて高校まで育ててもらい、

5 年間離れて戻って、塩江に 3 年住んだ後、平成の

大合併前では高松市の端っこの寺井町に居を構え

て 31 年という今です。晴れた日には、我が家の 2
階の窓から阿讃の山々が見えてそこは塩江だと意

識するようになったのでふるさと会に入会する気

持ちになったのかもしれません。 
さて、その塩江にほぼ毎週行ってうろうろするよう

になったのですが、のどやかで人がやさしいととこ

とん思います。今塩江に住んでいる人達とゆかりの

ある人達が気持ちを合わせて協力したらいい“ム

ラ”になるはずだ、とにかくそれを思い続けていま

す。漠然としていますが、「塩江としての実勢」を

再び取り戻すような取り組みができないかなと想

いをはせていま

す。池田会長をは

じめ本会員の皆

さまにもお考え

をお伺いしたい

と思いますので、

重ねてよろしく

お願いいたしま

す。（高松市内在

住） 
 
 
 
 

相栗峠 
 
 
 
 
第 12 回ふるさと会総会報告 

会長 池田 克彦 
6 月 30 日（日）11 時より都内新宿区ホテルグラ

ンドヒル市谷で開催しました。 
星加県東京事務所長（浜田県知事代理）佐藤市会議

員、別海・東京ふるさと会新家会長役員の方、中標

津会副会長、地元塩江町ふるさと会会員（藤沢英治

観光協会会長・小笠原勝範連合自治会会長ら）、町

お越し村山・相曽協力隊員 70 名の参加を得て 2 年

ぶりに実施しました。含蓄ある星加所長のご挨拶

（知事メッセージ）、元気な佐藤市会議員、地元出

身でふるさと塩江が自慢するシャンソン歌手高久

由紀子さんの歌は、流石プロ素晴らしい声をご披露

頂きました。圧巻は何と言っても新家会長の殿中松

の廊下の演出。会場もガソリンカーの模型と東京事

務所からご提供頂いた香川県各地を紹介するポス

ター（人気があり参加者に提供）等で飾り、プロの

司会者で行事を進行させました。抽選会の賞品は、

地元高松松平家に関係する上品なお菓子、絶品な味

と称賛される讃岐うどん、行基入湯券、エーサーカ

ス入場券、塩江の米、鎌倉の伝統ある銘菓、東京の

珍しい品など数多く揃え抽選会を実施しました。皆

さんが欲しがっていた羽田～高松往復航空券は林

野庁勤務の吉松さんがゲットされました（ビックホ

リディ提供）ふるさと会の令和元年・2 年度の事業

計画は以下の通りで会員皆様のご承認を頂きまし

た。12 回総会：北海道旅行：山なみ芸術祭（塩江

訪問）と瀬戸芸参加：交流事業（松平お殿様塩江訪

問支援・別海ふるさと会と中標津会・塩江歴史資料

館支援・会員交流等）：松茸再生支援：塩江米特産

販売支援：役員会等。次回は、2 年後の令和 3 年に

第 13 回を予定します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局よりお知らせ 
1．10 月 19 日～21 日香川・山なみ芸術祭（塩江）・

瀬戸内芸術祭・阿波うだつの町の旅を予定。 
関東・関西・各地から参加。19 日香川・山なみ芸

術祭（塩江）・ももの広場・セカンドステージホテ

ル・エアーサーカス shionoe・懇親会（歓迎会）20
日瀬戸内芸術祭オフシヤル G コース（伊吹島・粟

島巡り）21 日阿波うだつの町観光ツアー予定。 
2．11 月 14 日 18 時より都内港区東京プリンスホテ

ルで第 101 回東京香川県人会総会が開催予定。 
参加費@8,000 問い合わせ先☎03-5212-9100 
県人会事務局（滝本・香川・折口） 
3．12 月 22 日（日）14 時東京オペラシティコンサ

ートホールで倍賞千恵子コンサート 2019with 小六

禮次郎（東京別海ふるさと会特別顧問） 
都内渋谷区 京王線初台駅東口 S席＠7,000 A 席

＠6,000 
問い合わせ先サモンプロモーション 
☎06-6225-2237 www.samonpromotion.com 
 
編集後記 

今年は、昨年と同様台風通過と雨が多く洪水・土

砂・高潮被害がみられました。特に 15 号の被害は

関東（千葉を始め首都圏海岸エリア）ふるさと塩江

はたいした災害もなかった様です。次号は来年春を

予定します。（編集人 小川奈々） 

http://www.samonpromotion.com/

