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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 
新型コロナで世の中騒然、特に首

都圏と関西圏は大変な時期を送

っております。先の大戦以来の経

済危機と言われています。 
亡くなられた方のご冥福をお祈 

りいたします。国自治体の経済対策・医療対策は空

前の予算を計上しています。この様な状態の中、ふ

るさと会会報第 40 号を発刊することになりました。

年２回（春・秋）の発刊ですから、２０年目となり

ます。４０号の春号ですが、遅れておりますことお

詫びいたします。県・市の広報などから以下ご報告

を致します。 
１．瀬戸内国際芸術祭・山なみ芸術祭（10 月 19 日

～21 日）に団体（約 40 名）で参加しました（後

述します） 
２．第 101 回東京香川県人会総会が 11 月 14 日東

京プリンスホテルで開催。松平頼武会長のご挨拶

に始まり、香川県出身衆参の国会議員や大西高松

市長や丸亀市・坂出市・東かがわ市・三豊市・土

庄町・三木町・宇田津町・琴平町の首長が参加さ

れていました。 
３．12 月 4 日から高松市議会定例会が開催され佐

藤好邦氏が代表質問。国道 193 号線（脇町・塩江）

整備促進に向けた取り組みについて質問。塩江地

域の温泉や自然を生かした観光を初め、徳島県か

ら高松空港へのアクセスが向上し、交流人口の拡

大に資するなど、経済効果も期待できることから、

安定的な財源確保や早期の改良が図られるよう、

沿道関係自治体が一致団結して、国や県に要望活

動を行うなど、整備促進に取り組みむ。と市が回

答しました。 
４．12 月 14 日香川県埋蔵文化財センター所長西岡

達哉氏のご案内で、塩江町内場池近くの内場城跡

現地見学会が開催され参加しました（内場城は県

教育委員会中世城館跡詳細分布調査で明らかに

なった県内有数の大規模かつ要害堅固な城跡） 
５．12 月 22 日東京オペラシティで東京別海ふるさ

と会名誉会員である、倍賞千恵子コンサートwith
小六禮次郎が開催され参加しました。 

６．1 月 18 日香川県遺族連合会主催で香川護国神

社においてガダルカナル島沈没輸送船探索と慰

霊について講演を行いました（県出身戦没者有） 
７．高松市役所、4 月組織見直し 11 局 7 部 101 課

22 課室に。保健医療政策課と水路対策調整室を

新設しました。 
８．高松市市議会第 95 代副議長佐藤好邦氏が高松

市市政功労者として受賞されました。 
９．香川県の令和 2 年度当初予算が発表された。災

害に強い香川づくり・人口減少問題の克服、地域

活力の向上に重点配分。最終年度の新・せとうち

田園都市創造計画に仕上げに創意工夫の編成。

新・せとうち田園都市創造計画、信頼・安心のか

がわ：成長するかがわ：笑顔で暮らせるかがわ。

を取り組んでいくとしています。 
１０．高松市の令和 2 年度当初予算が発表された。

一般会計 1642 億円。活力にあふれ 創造性豊か

な 瀬戸の都・高松を目指し、６つのまちづくり

重点目標を掲げています。健やかにいききと暮ら

せるまち：心豊かで未来を築く人を育むまち：産

業の活力と文化の魅力あふれる創造性豊かなま

ち：安全で安心して暮らし続けられるまち：環瀬

戸内海圏の中核都市としてふさわしいまち：市民

と行政がともに力を発揮できるまち。を取り組ん

でいくとしています。 
 

１１．香川オリーブガイナーズＧＭ兼総監督に、ダ

イエーホークスに在籍していた松中信彦氏が就

任。アトランタ五輪で全日本の 4 番打者、リーグ

ＭＶP2 回、首位打者 2 回、本塁打王 3 回などパ

ーリーグ最強のスラッガー。フアンが喜ぶ試合を

届けたい。とコメント。 
１２．高松市塩江奥の湯公園温浴施設等基本設計業

務を（株）四電技術コンサルタント（平成 31 年

3 月 27 日審査）、高松市塩江道の駅エリア基本計

画策定業務を八千代ニアリング（株）四国統括事

務所（令和元年 5 月 10 日審査）が受託。 
１３．12 月 22 日新宿京王プラザホテルで忘年会や

ふるさと会役員会を開催しました。 
 

特集 瀬戸内国際芸術祭：塩江： 
山なみ芸術祭の旅 

ふるさと会長 池田克彦 
 瀬戸内国際芸術祭は 107 日間開催、32 ヵ国と地

域から 230 組のアーティストが参加、来場者約 118
万人過去最多、外国来場者は約 23％、経済波及効

果 180 億円との由。秋の会期に参加、首都圏・関西

や各地と地元塩江から約 40 名が、伊吹島と粟島へ

船を貸し切り訪ねました。天候に恵まれ瀬戸内海を、

快適に船が走り、瀬戸の島の素朴さを満喫しました。

ふるさと塩江を訪れ、山なみ芸術祭に参加しサーカ

スの演舞を見学、ホテルセカンドステージで、地元

ふるさと会員と交流、たたら踊りや塩江踊りと讃岐

の寅さんの歓迎を受けました。塩江町の隣町である

徳島県吉野川河畔のうだつ町で藍染の講習。2 泊 3
日ふるさとの旅を楽しみました。感謝申します。 
かがわ・山なみ芸術祭・瀬戸内芸術・阿波う

だつ町の旅に参加して   
元陸自生徒 佐藤俊吉 

四国香川の旅は今回で２回

目です。香川県には深い関心

があり、池田会長の誘いに喜

んで参加致しました。それは

秋田の田舎小学校先生の名

前が「讃岐先生」でした。ま

た阪神淡路大震災時にヘリ

で災害派遣参加したことで

す。日本は人口減少と都会に集中していることから、

地方は老齢化が進んでいる状況です。地方各地には

知られざる観光地や産業・芸能等が数多く残ってお

ります。これを再発見、発信して国民に知って頂く

が必要であります。「高松・塩江ふるさと会」はま

さにこれを実行最中と確信いたしました。印象に残

った一番目は、県の芸能文化財「たたら踊り」です。

永く続くことを願っています。二番目は、いりこの

伊吹島からの瀬戸内海展望の素晴らしさと石垣の

間を通り抜ける元気な老人バイクは驚きでした。三

番目は、粟島の海員学校は操り上手な船員やその子

孫が多く、教育場所に最適な場所であったと勝手に

想像しました。四番目は、うだつの町並みと藍染め

です。これはテレビで見たことがあります。今後こ

れらをあらゆる手段で発信させ皆さんを呼び込む

ことが大事でしょう。何所も人情溢れた触合いがあ

り心が和みました。関係された皆さんには、大変お

世話になり感謝しております。有意義な旅となり良

き思い出となりした。有難うございました。皆様の

益々ご活躍を祈念いたします。（都内立川市内在住） 
 
 
   

     瀬戸芸に参加して 
ふるさと会員 亀井 国彦   

同期の池田君に誘われて瀬戸芸に参加させてもら

いました 2 泊 3 日の連続状況下で講評は「優良」で

あります。以下細部にわたり所見を述べます。と自

衛隊にいた頃の評価は続くのでありますが今回は

とにもかくにも楽しかったの一言でありました。 
楽しかった点 3 個です。第 1 は香川の素晴らしさに

触れたこと、第 2 は同期生との再会、第 3 は異業種

の方々との交流です。 
第 1 の香川の素晴らしさとは、私自身香川在住にも

かかわらず今回訪れた伊吹島、粟島は初めてのとこ

ろであり青い海、古い町並みを見ていると幼い頃に

戻ったような懐かしい空間に出会いました。塩江の

学校跡地では、今にも元気な子供達が校舎から飛び

出してきそうな雰囲気もあり、昔日の私に重ね合わ

せてしばし幼い昔に浸りました。 
第 2 は同期生との再会でした。50 年以上昔に同じ

釜の飯を食べた仲間と時間的空間があってもすぐ

に 15 歳の頃の自分に戻れたというのは何事にも代

えがたい喜びでした。 
広い営庭で大きな声で校歌を歌ったり、野山を駆け

巡ったり、棒倒しで情熱をぶつけ合ったあの頃が今

となっては懐かしい限りでした。今となっては頭の

毛は少なくなり老年期に入り動作も緩慢となりあ

の少年時代の面影はいづこにと思う昨今です。 
第 3 は異業種の方々との交流でした。塩江の夜の懇

親会では色んな方、特に塩江の皆様の歓迎の芸、地

図等の作成に関わっておられる方、南方に進出され

戦没者等の慰霊に参加されている方のお話を聞き

感銘を受けました。また曲技エアーサーカスの鍛錬

の素晴らしさにハラハラしながらも見とれてしま

いました。 
最後に徳島で藍染の体験ができた事は今までの人

生で最高の作品を制作できたという喜びと感激で

いっぱいです。とにもかくにも今回の催しを企画し

て頂いた皆様と陰で支援して頂いた方々に感謝あ

りがとうございました。（高松市内在住） 
 

塩江と徳島、瀬戸内の旅                        
ふるさと会員 菊池 直美 

ふるさと会のツアーに初めて

参加して、塩江と徳島、瀬戸

内を皆さんと観てまわってき

ました。小学生の頃に高松市

内に住んでいましたし、安原

の祖父母の家には何度となく

遊びに行っていましたので馴

染みの土地ではありましたが、

近年はまったく訪問の機会が

無かったので懐かしさいっぱいの2泊3日となりま

した。印象的だったのは、廃校となった学校の体育

館をパフォーマーの方に貸し出していたことです。

今や全国どこでも町おこしを行っているようです

が、練習や活動の場を必要としている方に協力する

というのはとても意味のある方法だと思いました。

当日お会いしたエアリアルパフォーマーの吉田亜

希さん、四万十町の松葉川健一さんを継続的に応援

する体制があるなら尚、楽しそうですよね。またお

会いしたいです。団体行動から少しだけ離れて、久

しぶりに安原のエリアを車で見てまわることも出

来ました。既に祖父母の家は無く、木製で不安定だ

った橋はかなりしっかりしたものに掛け変わって

いましたが、あの山もあの道も、つくし採りや夏休

みに走り回っていた思い出のままでした。今後、塩

江の町がどのような活動を行っていかれるのか、引

き続きふるさと会を通して教えてもらえたら嬉し

いです。お世話になった方々、本当にありがとうご

ざいました。（神奈川県川崎市内在住） 
 

瀬戸内国際芸術祭島巡りに参加して 

http://www/
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五十嵐譲二 
参加から帰宅直後の昨年

10 月 23 日の日経新聞に掲

載された四国特集では、｢瀬

戸内国際芸祭｣は、直島から

2010 年に始まり３年に１

度開催、宇野、高松 2 港基

点に 12 島、春秋合わせて

19 年は 100 万人の訪問客が予想されていました。

また四国への移住者は 14 年 2 千未満であったのも

のが、18 年 6 千人に、そのなかでも現地のガイド

に聞いところ男木島の人口 170 人内 50 人は移住者

とのこと、地方都市の人口流失が続くなか、大変驚

きました。世界的旅行媒体 CNN Travel は徳島県三

好市の山中、かかしの里を紹介、訪日客も 14 年 30
万人、18 年 97 万人に。サイクリストの聖地、瀬戸

内しまなみ海道、高知県リョーマの休日など、訪れ

ようと思わせる独特の魅力が四国にはあるようで

すね。訪れた粟島、伊吹島では廃校、廃屋が立ち並

ぶなかにある芸術作品、朽ちいるなかに在る輝きと

のコントラストが感動的でした。 
乃木希典や今上天皇ご夫妻が皇太子ご夫妻であっ

た頃、訪問されたうだつの街並みは 400m にわたる

江戸中期からもので軒先の低さや土間の感触には

歴史を感じました。 
また、塩江町のボランティアが総出の伝統芸能やお

もてなしにふるさと会の絆の素晴らしさに感動し

ました。ふるさと会の皆さん、企画された池田克彦

さん始め事務局の方々、大変嬉しい旅でした。まこ

とに有り難うございました。（茨城県鹿島市在住） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局よりお知らせ 
①塩江いこい食堂の常連顧客である桂文珍が関東

で存在感。２月川崎市内と国立劇場大劇場で独演

会。機会をとらえて行ってみたいと思います。 
②ＡＮＡ機内誌 2 月号で高松の三食を紹介。南新町

商店街にある南珈琲店・イタリヤ料理の trattoria
たにぐち・寿司中川。1 度顔を出すのも一考です。 

③県立丸亀中学経て東京高等商船学校卒の讃岐宮

香川県護国神社ご祭神の、海軍少佐藤平兼雄命が

トラック島にて、昭和 19 年 2 月 17 日愛国丸乗船

中、米艦載機攻撃を受け船と共に海没。32 歳。靖

国神社カレンダー今年 3月4月で紹介されました。

同じくトラック島でイ号潜水艦１６９号に乗艦し

ていた谷本昇さんが戦死、香南町の土井さんとい

う方から叔父にあたるとの事で調査依頼受けまし

た（約 10 年前にトラック島慰霊参加し現在も関係

している事から） 
④年会費（2020 年：令和２年度） 
＠2,500 納入のお願い 
○郵便局扱 口座記号 00150－2  
口座番号 196649 
加入者名（口座名）首都圏ふるさと会  
○銀行扱 みずほ銀行橋本支店 
普通口座 2091725 
口座名高松・塩江ふるさと会 

⑤昨年度に続き塩江の新米を斡旋紹介致します。ご

希望の方は別紙で申し込み下さい。 
 
編集後記 

新型コロナウイルスで今年度は対策にふりまわ

されそうです。塩江の松茸収穫を今年こそはと思

いますがさて如何に。塩江の温泉と歴史が見直し

されそうで楽しみです。次号は今年秋を予定しま

す。（編集人 小川奈々） 


