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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    

会長会長会長会長    ((((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）））） 

池田克彦池田克彦池田克彦池田克彦    

 会員会員会員会員のののの皆皆皆皆様様様様おおおお元気元気元気元気でしょうかでしょうかでしょうかでしょうか。。。。

ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会へのごへのごへのごへのご支援有難支援有難支援有難支援有難うござうござうござうござ

いますいますいますいます。。。。会報会報会報会報をおをおをおをお届届届届けするけするけするけする時期時期時期時期にににに

相成相成相成相成りややりややりややりやや遅遅遅遅れれれれ６６６６月月月月のののの発刊発刊発刊発刊となりとなりとなりとなり

ましたましたましたました。。。。さてさてさてさて早速早速早速早速、、、、以下以下以下以下ごごごご報告報告報告報告ごごごご案内案内案内案内いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

１１１１．．．．会会会会のののの活動活動活動活動ごごごご報告報告報告報告    

東京香川県人会総会東京香川県人会総会東京香川県人会総会東京香川県人会総会のののの参加参加参加参加、、、、役員会役員会役員会役員会のののの開催開催開催開催、、、、関西圏関西圏関西圏関西圏ふるさふるさふるさふるさ

とととと会会会会のののの会員募集活動会員募集活動会員募集活動会員募集活動、、、、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とのとのとのとの交流事交流事交流事交流事

業業業業・・・・総会総会総会総会のののの参加参加参加参加、、、、高松市観光高松市観光高松市観光高松市観光プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション事業応募事業応募事業応募事業応募、、、、NPONPONPONPO

しおのえしおのえしおのえしおのえ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参加参加参加参加、、、、関東笑関東笑関東笑関東笑

狸会狸会狸会狸会のののの参加参加参加参加、、、、我我我我がががが会員会員会員会員であるであるであるである高久由紀子高久由紀子高久由紀子高久由紀子さんさんさんさんののののシャンソンシャンソンシャンソンシャンソン

コンサートコンサートコンサートコンサートににに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。。。。    

２２２２．．．．香川県香川県香川県香川県 21212121年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表    

一般会計一般会計一般会計一般会計 4190419041904190 億億億億 6600660066006600 万円万円万円万円    前年度比前年度比前年度比前年度比 2.12.12.12.1％％％％減減減減    主要事業主要事業主要事業主要事業

としてとしてとしてとして、、、、安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな暮暮暮暮らしづくりらしづくりらしづくりらしづくり、、、、活力活力活力活力あふれるあふれるあふれるあふれる地域地域地域地域づづづづ

くりくりくりくり、、、、心豊心豊心豊心豊かなかなかなかな元気元気元気元気なななな人人人人づくりづくりづくりづくり。。。。    

３３３３．．．．高松市高松市高松市高松市 21212121 年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表年度当初予算概要発表    一般会計一般会計一般会計一般会計 1377137713771377 億億億億

7600760076007600万円万円万円万円    前年度比前年度比前年度比前年度比 2.92.92.92.9％％％％増増増増    まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり戦略計画戦略計画戦略計画戦略計画にににに掲掲掲掲げげげげ

るるるる重点取重点取重点取重点取りりりり組組組組みはみはみはみは 112112112112事業約事業約事業約事業約 205205205205億円計上億円計上億円計上億円計上    ふるさとふるさとふるさとふるさと高松高松高松高松

応援寄付金応援寄付金応援寄付金応援寄付金（（（（ふるさとふるさとふるさとふるさと納税納税納税納税））））233233233233 万円万円万円万円をををを 10101010 事業事業事業事業にににに充当充当充当充当。。。。

高松市高齢者保健福祉計画策定高松市高齢者保健福祉計画策定高松市高齢者保健福祉計画策定高松市高齢者保健福祉計画策定（（（（21212121年度年度年度年度～～～～23232323年度年度年度年度））））4444月月月月 1111

日日日日からからからから市役所市役所市役所市役所のののの組織機構組織機構組織機構組織機構 1111部変部変部変部変わるわるわるわる。。。。    

４４４４．．．．たかまつたかまつたかまつたかまつ食食食食とととと農農農農ののののフエスタフエスタフエスタフエスタ 2009200920092009 でででで塩江町西山塩江町西山塩江町西山塩江町西山いきいいきいいきいいきい

きききき母母母母さんさんさんさんグループグループグループグループによるそばによるそばによるそばによるそば打打打打ちちちち体験体験体験体験（（（（しっぽくそばしっぽくそばしっぽくそばしっぽくそば））））ココココ

ーナーーナーーナーーナー開設開設開設開設。。。。塩江特産塩江特産塩江特産塩江特産のののの激辛激辛激辛激辛・・・・超激辛超激辛超激辛超激辛のののの薬味薬味薬味薬味「「「「ばいしんばいしんばいしんばいしん」」」」

のののの紹介紹介紹介紹介。。。。12121212 月月月月のののの市議会市議会市議会市議会でででで塩江地区塩江地区塩江地区塩江地区のののの小学校統廃合小学校統廃合小学校統廃合小学校統廃合のののの質疑質疑質疑質疑、、、、

３３３３小学校小学校小学校小学校をををを統合中学校統合中学校統合中学校統合中学校にににに小中一体型施設小中一体型施設小中一体型施設小中一体型施設をををを整備整備整備整備するするするする考考考考ええええ

をををを市市市市がががが表明表明表明表明。。。。塩江地区塩江地区塩江地区塩江地区のののの過疎対策過疎対策過疎対策過疎対策（（（（特別措置法特別措置法特別措置法特別措置法がががが 22222222 年年年年 3333

月失効月失効月失効月失効））））のののの新新新新たなたなたなたな過疎対策法過疎対策法過疎対策法過疎対策法のののの制定向制定向制定向制定向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを地元地元地元地元

佐藤好邦市会議員佐藤好邦市会議員佐藤好邦市会議員佐藤好邦市会議員がががが質疑質疑質疑質疑、、、、適切適切適切適切なななな措置措置措置措置がががが講講講講じるようじるようじるようじるよう国国国国にににに要要要要

望望望望。。。。今後国今後国今後国今後国のののの動向動向動向動向をみきわめながらをみきわめながらをみきわめながらをみきわめながら対応対応対応対応するとするとするとすると市市市市がががが表明表明表明表明。。。。

塩江塩江塩江塩江のののの「「「「夢夢夢夢」」」」散策散策散策散策ででででガソリンカーガソリンカーガソリンカーガソリンカーののののトンネルトンネルトンネルトンネルがががが紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた。。。。

マッチマッチマッチマッチ箱箱箱箱とととと愛称愛称愛称愛称されたされたされたされたガソリンカーガソリンカーガソリンカーガソリンカーはははは仏生山仏生山仏生山仏生山からからからから塩江塩江塩江塩江まままま

でででで、、、、戦時下戦時下戦時下戦時下のののの統制統制統制統制でででで 12121212 年間年間年間年間のののの短短短短期間期間期間期間でででで廃線廃線廃線廃線。。。。当時当時当時当時ののののトントントントン

ネルネルネルネルがががが中村隧道中村隧道中村隧道中村隧道・・・・川地隧道川地隧道川地隧道川地隧道「「「「癒癒癒癒しのしのしのしのトンネルトンネルトンネルトンネル」」」」としてとしてとしてとして新役新役新役新役

割割割割をををを担担担担っているとっているとっているとっていると紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた。。。。    

特集特集特集特集    ふるさとふるさとふるさとふるさと再発見再発見再発見再発見    
会会会会    長長長長        池田池田池田池田    克彦克彦克彦克彦    

ふふふふるさとをるさとをるさとをるさとを出出出出てててて初初初初めてめてめてめて春春春春ののののシーズンシーズンシーズンシーズン上西上西上西上西にににに帰帰帰帰りましたりましたりましたりました。。。。

驚驚驚驚くべきくべきくべきくべきふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの美観美観美観美観にににに遭遇遭遇遭遇遭遇、、、、桜桜桜桜がががが満開満開満開満開、、、、穏穏穏穏やかでやかでやかでやかで遥遥遥遥かかかか

山山山山にはにはにはには霞霞霞霞んだんだんだんだ中中中中にににに桜桜桜桜がががが点在点在点在点在してしてしてして見見見見えるえるえるえる。。。。このこのこのこの時期時期時期時期にににに首都圏首都圏首都圏首都圏、、、、

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名名名名のののの人人人人々々々々とととと共共共共にににに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モニタモニタモニタモニタ

ーツァーーツァーーツァーーツァーににに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。。。。2222 年前年前年前年前晩秋晩秋晩秋晩秋のののの時期時期時期時期にににに植樹植樹植樹植樹でででで内場内場内場内場

池池池池のののの畔畔畔畔とととと違違違違うううう光景光景光景光景でででで東京東京東京東京・・・・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のののの皆様皆様皆様皆様もももも同同同同じじじじ思思思思

いでしょういでしょういでしょういでしょう。。。。特筆特筆特筆特筆はははは関関関関西西西西ふるふるふるふるさとさとさとさと会員会員会員会員のののの皆皆皆皆さんがふるさとさんがふるさとさんがふるさとさんがふるさと

上西上西上西上西のののの為大為大為大為大いにいにいにいに頑張頑張頑張頑張ってくれたってくれたってくれたってくれた事事事事ですですですです。。。。高松高松高松高松市役所市役所市役所市役所のののの冨田冨田冨田冨田

部長部長部長部長、、、、尾形支所長尾形支所長尾形支所長尾形支所長、、、、赤松副主幹赤松副主幹赤松副主幹赤松副主幹、、、、藤澤藤澤藤澤藤澤温泉温泉温泉温泉観光協会会長及観光協会会長及観光協会会長及観光協会会長及

びびびび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のののの喜多代表及喜多代表及喜多代表及喜多代表及びびびび薮内薮内薮内薮内さんさんさんさん達達達達にふるさにふるさにふるさにふるさ

とととと再発見再発見再発見再発見のののの機会機会機会機会をををを頂頂頂頂きおきおきおきお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました事事事事にににに感謝申感謝申感謝申感謝申しししし

上上上上げますげますげますげます。。。。又又又又、、、、関西在住関西在住関西在住関西在住のののの方方方方・・・・同級生等同級生等同級生等同級生等がふるさとがふるさとがふるさとがふるさと会員会員会員会員とととと

してしてしてして加入加入加入加入しししし参加参加参加参加頂頂頂頂いたいたいたいた事御礼事御礼事御礼事御礼をををを申申申申しますしますしますします。（。（。（。（以下以下以下以下のののの記念写真記念写真記念写真記念写真

をををを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贈呈贈呈贈呈贈呈１１１１階階階階ロビーロビーロビーロビーにににに掲示掲示掲示掲示されていますされていますされていますされています。）。）。）。）    

 

変変変変わりつつあるわりつつあるわりつつあるわりつつある塩江塩江塩江塩江のののの観光観光観光観光    

塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会        

会長会長会長会長    藤澤藤澤藤澤藤澤    英治英治英治英治    

 桜桜桜桜のののの花花花花がががが満開満開満開満開のののの４４４４月月月月にににに開催開催開催開催されたされたされたされた「「「「ふふふふ

るさとるさとるさとるさとをををを感感感感じるじるじるじる旅旅旅旅！！！！    田舎田舎田舎田舎をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ旅旅旅旅」」」」体体体体

験験験験ツァーツァーツァーツァーはははは如何如何如何如何でしたかでしたかでしたかでしたか。。。。色色色色々々々々感感感感じられたじられたじられたじられた

ことがあったとことがあったとことがあったとことがあったと思思思思いますいますいますいます。。。。    塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会塩江温泉観光協会のののの会長会長会長会長にににに任任任任

命命命命されされされされ、、、、第第第第１１１１期期期期のののの２２２２年年年年がががが過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。高松市高松市高松市高松市とととと塩江町塩江町塩江町塩江町がががが合合合合

併併併併してしてしてして今年今年今年今年のののの９９９９月月月月でででで４４４４年年年年がががが経過経過経過経過しようとしていますしようとしていますしようとしていますしようとしています。。。。会長会長会長会長

をををを任任任任されされされされ、、、、このままのこのままのこのままのこのままの観光協会観光協会観光協会観光協会ではではではでは活性活性活性活性はははは出来出来出来出来ずとずとずとずと思思思思いいいい、、、、

このこのこのこの２２２２年間模索年間模索年間模索年間模索しししし考考考考ええええ、、、、いろいろいろいろいろいろいろいろ経験経験経験経験しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、平成平成平成平成２２２２

１１１１年度年度年度年度よりよりよりより事業計画事業計画事業計画事業計画をををを実行実行実行実行にににに移移移移しますしますしますします。。。。塩江塩江塩江塩江のののの観光観光観光観光はははは、「、「、「、「温温温温

泉泉泉泉とととと体験滞在型観光体験滞在型観光体験滞在型観光体験滞在型観光」」」」をををを地域住民地域住民地域住民地域住民とともにとともにとともにとともに個性個性個性個性あるあるあるある地域観地域観地域観地域観

光事業光事業光事業光事業にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ計画計画計画計画ですですですです。。。。塩江塩江塩江塩江にはにはにはには、、、、優優優優れたれたれたれた技能経験者技能経験者技能経験者技能経験者

がたくさんいますがたくさんいますがたくさんいますがたくさんいます。。。。塩江塩江塩江塩江のののの自然環境自然環境自然環境自然環境とそのとそのとそのとその人材人材人材人材をををを生生生生かしかしかしかし、、、、

地域地域地域地域のののの活性活性活性活性とととと観光観光観光観光ををををマッチングマッチングマッチングマッチングできるできるできるできる「「「「マイスターマイスターマイスターマイスター」」」」をををを育育育育

成成成成しししし、、、、塩江塩江塩江塩江にににに訪訪訪訪れるれるれるれる観光客観光客観光客観光客にににに「「「「遊遊遊遊びのびのびのびの場場場場」」」」・・・・「「「「田舎料理田舎料理田舎料理田舎料理のののの

場場場場」」」」・・・・「「「「体験体験体験体験のののの場場場場」」」」などをなどをなどをなどを提供提供提供提供したいとしたいとしたいとしたいと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。塩江塩江塩江塩江

ではではではでは現在現在現在現在、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯしおのえしおのえしおのえしおのえ「「「「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」」」」とととと藤川牧藤川牧藤川牧藤川牧

場場場場でででで体験型体験型体験型体験型ののののプログラムプログラムプログラムプログラムをををを実践実践実践実践していますしていますしていますしています。。。。観光協会観光協会観光協会観光協会もももも各各各各

事業者事業者事業者事業者さんとさんとさんとさんと連携連携連携連携をとりをとりをとりをとり、、、、長期的長期的長期的長期的なななな展望展望展望展望になりますがになりますがになりますがになりますが塩江塩江塩江塩江

のののの四大四大四大四大イベントイベントイベントイベントとともにとともにとともにとともに事業推進事業推進事業推進事業推進してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。またまたまたまた、、、、

『『『『道道道道のののの駅駅駅駅』』』』しおのえをしおのえをしおのえをしおのえを核核核核としたとしたとしたとした観光観光観光観光プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション事業事業事業事業もももも

展開展開展開展開してまいりますしてまいりますしてまいりますしてまいります。。。。話話話話がががが少少少少しししし難難難難くなりましたがくなりましたがくなりましたがくなりましたが、「、「、「、「ふるふるふるふる

さとさとさとさと塩江塩江塩江塩江」」」」にごにごにごにご支援支援支援支援ごごごご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

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    

理理理理    事事事事    藤澤藤澤藤澤藤澤    正美正美正美正美    

 去去去去るるるる 4444月月月月 10101010日日日日～～～～12121212日日日日にかけてにかけてにかけてにかけて都都都都

圏圏圏圏・・・・関西圏関西圏関西圏関西圏よりよりよりより約約約約 100100100100 名名名名のののの参加参加参加参加のののの

もともともともと、、、、好天好天好天好天のののの中中中中、、、、盛大盛大盛大盛大ににににセカンドステージモニターセカンドステージモニターセカンドステージモニターセカンドステージモニター

ツァーツァーツァーツァーがががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。私私私私もももも上西出身者上西出身者上西出身者上西出身者としてふとしてふとしてふとしてふ

るさをるさをるさをるさを客観的客観的客観的客観的にににに見見見見てみようとてみようとてみようとてみようと思思思思いいいい今回参加今回参加今回参加今回参加させてさせてさせてさせて頂頂頂頂

きましたきましたきましたきました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到着到着到着到着したしたしたした際際際際、、、、最初最初最初最初にににに迎迎迎迎

えてくれたのがえてくれたのがえてくれたのがえてくれたのが桜吹雪桜吹雪桜吹雪桜吹雪ととととスタッフスタッフスタッフスタッフのののの皆様皆様皆様皆様でしたでしたでしたでした。。。。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のののの部屋部屋部屋部屋のののの窓窓窓窓をををを開開開開けるとけるとけるとけると新緑新緑新緑新緑になったになったになったになった

山山山山々々々々とそのとそのとそのとその山山山山々々々々がががが鏡鏡鏡鏡のようにのようにのようにのように写写写写しだされたしだされたしだされたしだされた内場池内場池内場池内場池のののの

光景光景光景光景がががが今今今今でもでもでもでも目目目目にににに焼焼焼焼ききききついていますついていますついていますついています。。。。またまたまたまた、、、、周周周周りをりをりをりを散散散散

歩歩歩歩するとするとするとすると鶯鶯鶯鶯とととと小鳥小鳥小鳥小鳥のののの泣泣泣泣きききき声声声声がががが心地心地心地心地よくよくよくよく響響響響きききき渡渡渡渡りりりり、、、、このようこのようこのようこのよう

なななな美美美美しくしくしくしく自然自然自然自然にににに恵恵恵恵まれたところだったことをまれたところだったことをまれたところだったことをまれたところだったことを改改改改めてめてめてめて再認再認再認再認

識識識識することがでましたすることがでましたすることがでましたすることがでました。。。。池池池池のののの淵淵淵淵ではではではでは鮒鮒鮒鮒がががが集団集団集団集団をををを作作作作りりりり泳泳泳泳いでいでいでいで

いるのをいるのをいるのをいるのを見見見見てててて、、、、小小小小さいさいさいさい頃頃頃頃、、、、よくよくよくよくミミズミミズミミズミミズをををを餌餌餌餌にににに鮒釣鮒釣鮒釣鮒釣りをしてりをしてりをしてりをして

遊遊遊遊んだことをんだことをんだことをんだことを思思思思いいいい出出出出しししし、、、、ここにここにここにここに竿竿竿竿とととと餌餌餌餌があればがあればがあればがあれば鮒釣鮒釣鮒釣鮒釣りをしりをしりをしりをし

たいたいたいたい衝撃衝撃衝撃衝撃にもなりましたにもなりましたにもなりましたにもなりました。。。。次次次次にににに印象印象印象印象にににに残残残残っていることはっていることはっていることはっていることは、、、、

岩部八幡宮岩部八幡宮岩部八幡宮岩部八幡宮でのおでのおでのおでのお神楽神楽神楽神楽でしたでしたでしたでした。。。。幼少時代幼少時代幼少時代幼少時代 2222回程観賞回程観賞回程観賞回程観賞したしたしたした記記記記

憶憶憶憶がありますががありますががありますががありますが、、、、当時当時当時当時はははは内容内容内容内容もももも判判判判らずらずらずらず、、、、ただおただおただおただお祭祭祭祭りりりり気分気分気分気分でででで

見見見見にににに行行行行ったようなったようなったようなったような気気気気がしますがしますがしますがします。。。。今回今回今回今回、、、、改改改改めてめてめてめて見見見見ておておておてお神楽神楽神楽神楽のののの

素晴素晴素晴素晴らしさをらしさをらしさをらしさを拝見拝見拝見拝見すすすすることができましたることができましたることができましたることができました。。。。時間時間時間時間にににに余裕余裕余裕余裕があがあがあがあ

ればればればれば、、、、最後最後最後最後までまでまでまで観賞観賞観賞観賞したかったしたかったしたかったしたかった方方方方々々々々はははは私私私私だけではなかっただけではなかっただけではなかっただけではなかった

のではないでしょうかのではないでしょうかのではないでしょうかのではないでしょうか？？？？    

（（（（内場池内場池内場池内場池とととと桜桜桜桜））））    

このこのこのこの伝統伝統伝統伝統をふるさとのをふるさとのをふるさとのをふるさとの方方方方々々々々がががが大事大事大事大事にににに守守守守りりりり、、、、定例的定例的定例的定例的にににに行行行行っっっっ

ているとおているとおているとおているとお聴聴聴聴きしきしきしきし感服感服感服感服いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。ふるさとをふるさとをふるさとをふるさとを出出出出たたたた者者者者がががが

とととと、、、、おおおお叱叱叱叱りをりをりをりを受受受受けるかもけるかもけるかもけるかも知知知知れませんがれませんがれませんがれませんが、、、、今後今後今後今後もももも是非次世代是非次世代是非次世代是非次世代

にににに引継引継引継引継ぎぎぎぎ、、、、残残残残してしてしてして欲欲欲欲しいしいしいしい伝統伝統伝統伝統のひとつのひとつのひとつのひとつとととと感感感感じましたじましたじましたじました。。。。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、、、、ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会でででで有名有名有名有名になりましたになりましたになりましたになりました迷案内人迷案内人迷案内人迷案内人

のののの喜多理事喜多理事喜多理事喜多理事をををを始始始始めとしてめとしてめとしてめとしてスタッフスタッフスタッフスタッフのののの皆様皆様皆様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

になりましたになりましたになりましたになりました。。。。紙面紙面紙面紙面をおをおをおをお借借借借りしてりしてりしてりして厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

今後帰省今後帰省今後帰省今後帰省するするするする機会機会機会機会がありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、家内家内家内家内とととと共共共共にににに宿泊宿泊宿泊宿泊させてさせてさせてさせて

頂頂頂頂きききき、、、、内場池一周内場池一周内場池一周内場池一周をのんびりとをのんびりとをのんびりとをのんびりと散策散策散策散策したいとしたいとしたいとしたいと思思思思っていますっていますっていますっています。。。。    

ふるさとにふるさとにふるさとにふるさとに想想想想うううう    

 会員会員会員会員    岡本岡本岡本岡本（（（（旧姓小旧姓小旧姓小旧姓小笠原笠原笠原笠原））））幸江幸江幸江幸江    

 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員会員会員会員になってになってになってになって日日日日もももも未未未未だだだだ浅浅浅浅いいいい時時時時にににに、、、、関西関西関西関西～～～～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間間間間ののののバスバスバスバス移動中移動中移動中移動中、、、、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おさんのおさんのおさんのお世世世世

話話話話をいきなりをいきなりをいきなりをいきなり任任任任せられせられせられせられ、、、、ふるふるふるふるさとをさとをさとをさとを訪問訪問訪問訪問するとはするとはするとはするとは思思思思いもしいもしいもしいもし

ませんでしたませんでしたませんでしたませんでした。。。。ふるさとはふるさとはふるさとはふるさとは遠遠遠遠きにありてきにありてきにありてきにありて想想想想うものとばかりうものとばかりうものとばかりうものとばかり

でででで、、、、これまでこれまでこれまでこれまで正直良正直良正直良正直良いいいい思思思思いいいい出出出出はなくはなくはなくはなく、、、、関心関心関心関心もありませんでもありませんでもありませんでもありませんで

したしたしたした。。。。１１１１昨年植樹祭昨年植樹祭昨年植樹祭昨年植樹祭のののの時時時時もももも何何何何のののの思思思思いもなくいもなくいもなくいもなく漠然漠然漠然漠然とととと参加参加参加参加したしたしたした

１１１１人人人人でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、このこのこのこの度度度度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

はははは、、、、ふるさとをふるさとをふるさとをふるさとを応援応援応援応援するするするする気持気持気持気持ちでちでちでちで関西関西関西関西からからからから同級生同級生同級生同級生とととと参加参加参加参加しししし

ましたましたましたました。。。。関東関東関東関東からからからから合合合合わせわせわせわせ約約約約 100100100100名名名名のののの方方方方がががが参加参加参加参加されされされされ驚驚驚驚きともきともきともきとも

にににに熱気熱気熱気熱気にににに感激感激感激感激をををを致致致致しましたしましたしましたしました。。。。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はははは、、、、私私私私のふのふのふのふ

るさとであるるさとであるるさとであるるさとである上西焼堂上西焼堂上西焼堂上西焼堂のののの近近近近くくくく内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔内場池湖畔にありますがにありますがにありますがにありますが、、、、素素素素

晴晴晴晴らしいらしいらしいらしい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のののの施設施設施設施設はははは別別別別にしてにしてにしてにして、、、、私私私私ののののイメーイメーイメーイメー

ジジジジからからからから申申申申せばせばせばせば、、、、何何何何もないこんなもないこんなもないこんなもないこんな田舎田舎田舎田舎にににに。。。。とととと思思思思いがありいがありいがありいがあり、、、、関関関関

西西西西・・・・関東関東関東関東からからからから来来来来られているられているられているられている方方方方のおのおのおのお話話話話をををを伺伺伺伺うとうとうとうと、、、、自然自然自然自然がとてがとてがとてがとて

もももも美美美美しくしくしくしく、、、、食食食食べべべべ物物物物がががが美味美味美味美味しいしいしいしい、、、、空空空空がががが澄澄澄澄んでとてもんでとてもんでとてもんでとても夜夜夜夜のののの星星星星がががが

綺麗綺麗綺麗綺麗だっただっただっただった。。。。とととと賞賛賞賛賞賛賞賛のののの言葉言葉言葉言葉にににに驚驚驚驚きましたきましたきましたきました。。。。田舎出身田舎出身田舎出身田舎出身のののの私私私私にににに

はこれまではこれまではこれまではこれまで関心関心関心関心がないがないがないがない事事事事であっただけにであっただけにであっただけにであっただけに新鮮新鮮新鮮新鮮さをさをさをさを感感感感じじじじ、、、、遠遠遠遠

いいいい昔昔昔昔のののの当時当時当時当時はははは、、、、当然当然当然当然とととと思思思思っていたっていたっていたっていた風景風景風景風景とととと食食食食べべべべ物物物物がこんなにがこんなにがこんなにがこんなに

喜喜喜喜ばれるとはばれるとはばれるとはばれるとは。。。。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のののの従業員従業員従業員従業員のののの皆様皆様皆様皆様もももも一生懸一生懸一生懸一生懸
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命命命命になってになってになってになってモニターツァモニターツァモニターツァモニターツァーーーー参加者参加者参加者参加者のおのおのおのお世話世話世話世話されているされているされているされている姿姿姿姿

にににに心心心心がががが打打打打たれたれたれたれ、、、、遥遥遥遥かかかか昔忘昔忘昔忘昔忘れていたれていたれていたれていた山山山山にににに桜桜桜桜がががが点在点在点在点在するするするする素晴素晴素晴素晴らららら

しいふるさとのしいふるさとのしいふるさとのしいふるさとの景色景色景色景色とととと、、、、満満満満々々々々とととと水水水水をたたえたをたたえたをたたえたをたたえた内場池内場池内場池内場池のののの桜桜桜桜にににに

映映映映えたえたえたえた湖面湖面湖面湖面のののの美美美美しさにしさにしさにしさに田舎田舎田舎田舎のののの良良良良さをさをさをさを再発見再発見再発見再発見しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた

このこのこのこの間間間間、、、、田舎田舎田舎田舎のののの同級生達同級生達同級生達同級生達とととと短短短短いいいい時間時間時間時間でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、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からからからから内場池内場池内場池内場池をををを挟挟挟挟んだんだんだんだ向向向向かいかいかいかい側側側側ののののペンションペンションペンションペンションとまととまととまととまと

のののの近近近近くくくく公園公園公園公園のののの桜花桜花桜花桜花のののの下下下下でででで同窓会同窓会同窓会同窓会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。昔話昔話昔話昔話にににに

花花花花がががが咲咲咲咲きききき、、、、懐懐懐懐かしくかしくかしくかしく時時時時をををを忘忘忘忘れるれるれるれる時間時間時間時間をををを過過過過ごすごすごすごす事事事事がでがでがでができききき、、、、今今今今

までのふるさとにまでのふるさとにまでのふるさとにまでのふるさとに対対対対するするするする想想想想いがいがいがいが少少少少しししし変変変変わったわったわったわった感感感感じがしまじがしまじがしまじがしま

したしたしたした。。。。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のののの懇親会懇親会懇親会懇親会ではではではでは、、、、初初初初めておめておめておめてお会会会会いしたいしたいしたいした人人人人

たちともたちともたちともたちとも楽楽楽楽しくしくしくしく語語語語らいらいらいらい私私私私のふるさとのふるさとのふるさとのふるさと・・・・田舎田舎田舎田舎のいいところをのいいところをのいいところをのいいところを

精一杯宣伝精一杯宣伝精一杯宣伝精一杯宣伝させてさせてさせてさせて戴戴戴戴きききき、、、、田舎田舎田舎田舎とととと離離離離れれれれ喧騒喧騒喧騒喧騒としたとしたとしたとした都会都会都会都会のののの日日日日々々々々

生活生活生活生活のののの中中中中でででで、、、、自然豊自然豊自然豊自然豊かでかでかでかで何何何何もないふるさとにもないふるさとにもないふるさとにもないふるさとに今後今後今後今後もももも帰帰帰帰ってってってって

来来来来たいとたいとたいとたいと言言言言うううう気持気持気持気持ちをもたらしてくれたちをもたらしてくれたちをもたらしてくれたちをもたらしてくれた 1111泊泊泊泊 2222日日日日ののののセカンセカンセカンセカン

ドステージモニターツァードステージモニターツァードステージモニターツァードステージモニターツァーでしたでしたでしたでした。。。。    

（（（（春春春春のふるさとののふるさとののふるさとののふるさとの山山山山々）々）々）々） 

末末末末になりますがこのになりますがこのになりますがこのになりますがこの企画企画企画企画をしてくれたをしてくれたをしてくれたをしてくれた同級生同級生同級生同級生のののの池田池田池田池田ふふふふ

るさとるさとるさとるさと会長会長会長会長とととと役員役員役員役員のののの方及方及方及方及びびびび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のののの喜多代表喜多代表喜多代表喜多代表

及及及及びびびび薮内薮内薮内薮内さんらさんらさんらさんら関係者関係者関係者関係者にににに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。。。。決決決決してふるしてふるしてふるしてふる

さとはさとはさとはさとは遠遠遠遠きにありてきにありてきにありてきにありて、、、、としてとしてとしてとして想想想想わずわずわずわず、、、、今後今後今後今後はふるさとはふるさとはふるさとはふるさと会員会員会員会員

のののの立場立場立場立場からからからから応援応援応援応援していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。またまたまたまた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のののの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい施設施設施設施設をををを改改改改めてごめてごめてごめてご訪問訪問訪問訪問されることをおされることをおされることをおされることをお

願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。皆皆皆皆さんさんさんさんどうもどうもどうもどうも有有有有りりりり難難難難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

（（（（大阪府大阪府大阪府大阪府富田林市富田林市富田林市富田林市内内内内住住住住））））    

  ふるさとふるさとふるさとふるさと再発見再発見再発見再発見    

   会員会員会員会員    西浦西浦西浦西浦（（（（旧姓太田旧姓太田旧姓太田旧姓太田））））雅子雅子雅子雅子    

    残残残残りりりり人生人生人生人生をををを有意義有意義有意義有意義にとにとにとにと日日日日々々々々のののの時間時間時間時間をををを急急急急ぎぎぎぎ心心心心でででで過過過過ごしてごしてごしてごして

いたいたいたいた昨今昨今昨今昨今、、、、急急急急にににに故郷故郷故郷故郷がががが恋恋恋恋しくなりしくなりしくなりしくなり帰郷帰郷帰郷帰郷しししし神戸神戸神戸神戸にににに帰帰帰帰ったったったった直直直直

後後後後ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会ツァーツァーツァーツァーのおのおのおのお知知知知らせがらせがらせがらせが有有有有りりりり、、、、塩江上西塩江上西塩江上西塩江上西のののの情情情情景景景景

がががが鮮明鮮明鮮明鮮明にににに浮浮浮浮びびびび、、、、月変月変月変月変わりわりわりわり如何如何如何如何なるなるなるなる移移移移りりりり変変変変わりがあるものわりがあるものわりがあるものわりがあるもの

かとかとかとかと楽楽楽楽しみにしてしみにしてしみにしてしみにして参加致参加致参加致参加致しましたしましたしましたしました。。。。天候天候天候天候もももも良良良良くくくくバスバスバスバス乗車乗車乗車乗車

からからからから和和和和んだんだんだんだ讃岐弁讃岐弁讃岐弁讃岐弁をををを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら、、、、明石大橋鳴門自動車道明石大橋鳴門自動車道明石大橋鳴門自動車道明石大橋鳴門自動車道

をををを通通通通りりりり馴馴馴馴れれれれ親親親親しんだしんだしんだしんだ塩江街道塩江街道塩江街道塩江街道にににに入入入入りりりり沿道沿道沿道沿道のののの桜桜桜桜がががが季節季節季節季節をををを彩彩彩彩

りりりり、、、、昼昼昼昼もももも過過過過ぎぎぎぎ空腹空腹空腹空腹をををを覚覚覚覚えたえたえたえた折折折折、、、、数年前数年前数年前数年前このこのこのこのホテルホテルホテルホテルにににに泊泊泊泊まままま

りたいとりたいとりたいとりたいと思思思思わせたわせたわせたわせた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到着到着到着到着、、、、昼食昼食昼食昼食はははは、、、、いいいい

きなりうどんとおきなりうどんとおきなりうどんとおきなりうどんとお稲荷稲荷稲荷稲荷さんのさんのさんのさんの懐懐懐懐かしいふるさとのかしいふるさとのかしいふるさとのかしいふるさとの味味味味わいわいわいわい

をさせてくれましたをさせてくれましたをさせてくれましたをさせてくれました。。。。ホッホッホッホッとととと一息一息一息一息まどろみたいところでまどろみたいところでまどろみたいところでまどろみたいところで

したがしたがしたがしたが、、、、蕎麦蕎麦蕎麦蕎麦うちうちうちうち、、、、竹細工体験竹細工体験竹細工体験竹細工体験にににに向向向向かうかうかうかう。。。。参加者参加者参加者参加者ががががエプエプエプエプ

ロンロンロンロンをををを付付付付けけけけ蕎麦粉蕎麦粉蕎麦粉蕎麦粉のこねのこねのこねのこね具合具合具合具合、、、、水水水水のののの注注注注しししし方茹方茹方茹方茹がきがきがきがき方等面方等面方等面方等面

白白白白くくくく学学学学びまびまびまびましたしたしたした。。。。竹細工竹細工竹細工竹細工もももも覗覗覗覗きききき見見見見ましたがましたがましたがましたが皆皆皆皆さんさんさんさん上手上手上手上手にににに

仕上仕上仕上仕上げられげられげられげられ感心致感心致感心致感心致しましたしましたしましたしました。。。。ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの特産品特産品特産品特産品でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶ童童童童

心心心心にかえったにかえったにかえったにかえった気分気分気分気分。。。。ほどよいほどよいほどよいほどよい疲疲疲疲れをれをれをれを眺眺眺眺めのめのめのめの良良良良いいいいルームルームルームルームにににに

横横横横たわりながらたわりながらたわりながらたわりながら、、、、湖湖湖湖（（（（ダムダムダムダム））））もももも新緑新緑新緑新緑のののの山山山山にににに映映映映ええええ桜桜桜桜ががががボァボァボァボァ

ッッッッとあちこちにとあちこちにとあちこちにとあちこちに散散散散りりりり咲咲咲咲くくくく情景情景情景情景をををを望見望見望見望見しつつまったくのどしつつまったくのどしつつまったくのどしつつまったくのど

かなかなかなかな雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気のののの中中中中でででで気分良気分良気分良気分良くまどろみましたくまどろみましたくまどろみましたくまどろみました。。。。夕食夕食夕食夕食はははは道路道路道路道路

をををを渡渡渡渡りりりり仮設建物仮設建物仮設建物仮設建物でふるさとのでふるさとのでふるさとのでふるさとの山菜山菜山菜山菜、、、、魚肉魚肉魚肉魚肉をををを素朴素朴素朴素朴にににに味付味付味付味付けけけけ

されたされたされたされた料理料理料理料理にににに、、、、あちこちからあちこちからあちこちからあちこちから美味美味美味美味しいしいしいしい懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい味味味味とのとのとのとの声声声声

にににに和和和和やかなやかなやかなやかな笑笑笑笑いがいがいがいが起起起起こりこりこりこり満足致満足致満足致満足致しましたしましたしましたしました。。。。そしてそしてそしてそしてカラオカラオカラオカラオ

ケケケケにににに移移移移りりりり、、、、飛飛飛飛びびびび入入入入りのりのりのりの名司会者名司会者名司会者名司会者のののの巧巧巧巧みなみなみなみな紹介紹介紹介紹介におにおにおにお酒酒酒酒もももも入入入入

りりりり楽楽楽楽しくしくしくしく和気和気和気和気あいあいとあいあいとあいあいとあいあいと大声大声大声大声でででで歌歌歌歌いいいいスッキリスッキリスッキリスッキリしたしたしたした皆皆皆皆さんさんさんさん

ともともともとも仲良仲良仲良仲良くくくく打打打打ちちちち解解解解けましたけましたけましたけました。。。。そんなそんなそんなそんな良良良良きききき日日日日にににに感謝感謝感謝感謝しつつしつつしつつしつつ

そのそのそのその夜夜夜夜はははは温泉温泉温泉温泉にににに身身身身をゆだねをゆだねをゆだねをゆだね快快快快いいいい眠眠眠眠りにつきましたりにつきましたりにつきましたりにつきました。。。。翌日翌日翌日翌日

はははは帰帰帰帰るるるる日日日日、、、、すっきりとのどかなすっきりとのどかなすっきりとのどかなすっきりとのどかな春春春春のののの日差日差日差日差しをしをしをしを受受受受けけけけ散策散策散策散策、、、、

朝食朝食朝食朝食のののの何時何時何時何時になくになくになくになく軽軽軽軽くくくく入入入入りこむごりこむごりこむごりこむご飯飯飯飯をををを二膳二膳二膳二膳いただきいただきいただきいただき、、、、ああああ

たりのたりのたりのたりの風物風物風物風物にににに名残名残名残名残のののの挨拶挨拶挨拶挨拶をしをしをしをし、、、、今回今回今回今回ごごごご尽力尽力尽力尽力をいただいたをいただいたをいただいたをいただいた

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のののの関係者関係者関係者関係者のののの方方方方々々々々にににに心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝のののの念念念念をををを抱抱抱抱

きつつきつつきつつきつつバスバスバスバスにににに乗車乗車乗車乗車しましたしましたしましたしました。。。。関西関西関西関西にににに帰帰帰帰るるるる途中途中途中途中、、、、脇町脇町脇町脇町うだうだうだうだ

つのつのつのつの町町町町にににに寄寄寄寄りりりり、、、、町並町並町並町並みはみはみはみは何度来何度来何度来何度来てもてもてもても見飽見飽見飽見飽きないきないきないきない日本家屋日本家屋日本家屋日本家屋

のののの良良良良ささささ、、、、あんみつあんみつあんみつあんみつ館館館館のみずみずしいのみずみずしいのみずみずしいのみずみずしい蘭蘭蘭蘭のののの花花花花々、々、々、々、あんみつあんみつあんみつあんみつ

もことのほかもことのほかもことのほかもことのほか美味美味美味美味しいかったしいかったしいかったしいかった。。。。バスバスバスバス車車車車中中中中でまどろみながでまどろみながでまどろみながでまどろみなが

らららら、、、、このこのこのこの４４４４月月月月 11111111日日日日（（（（土土土土））））12121212日日日日（（（（日日日日））））のののの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はははは

良良良良きききき天候天候天候天候にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた幸幸幸幸せをせをせをせを感感感感じつつじつつじつつじつつ、、、、ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの自然自然自然自然のののの

元元元元、、、、懐懐懐懐かしさとゆったりさをかしさとゆったりさをかしさとゆったりさをかしさとゆったりさを心身心身心身心身にいただいたことににいただいたことににいただいたことににいただいたことに有有有有

難難難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。。。。最後最後最後最後にごにごにごにご多忙多忙多忙多忙なななな立場立場立場立場にににに有有有有りながらりながらりながらりながら計計計計

画立案実画立案実画立案実画立案実行行行行いただきましたいただきましたいただきましたいただきました池田会長役員方池田会長役員方池田会長役員方池田会長役員方々々々々にににに心心心心よりよりよりより御御御御

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。。。。（（（（兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県神戸市内住神戸市内住神戸市内住神戸市内住））））    

「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと」」」」雑感雑感雑感雑感    

             会員会員会員会員    梶野梶野梶野梶野    茂茂茂茂    
 櫻咲櫻咲櫻咲櫻咲くくくく「「「「ふるさとふるさとふるさとふるさと塩江塩江塩江塩江」」」」をををを訪訪訪訪れてれてれてれて。。。。    

4444 月月月月 11111111、、、、12121212 日日日日セカンドステージモニターツアーセカンドステージモニターツアーセカンドステージモニターツアーセカンドステージモニターツアーにににに兄夫婦兄夫婦兄夫婦兄夫婦

とととと共共共共にににに参加参加参加参加してしてしてして、、、、４４４４0000 年振年振年振年振りにりにりにりに、、、、ふるさとのふるさとのふるさとのふるさとの櫻櫻櫻櫻をををを見見見見るこるこるこることととと

ができましたができましたができましたができました。。。。こうしたこうしたこうしたこうした企画企画企画企画ではではではでは随分早随分早随分早随分早くにくにくにくに日程日程日程日程をををを決決決決めめめめ

てしまうのでてしまうのでてしまうのでてしまうので、、、、当初当初当初当初のののの狙狙狙狙いがはずれてしまうことがいがはずれてしまうことがいがはずれてしまうことがいがはずれてしまうことが多多多多いいいい

のですがのですがのですがのですが今回今回今回今回はははは、、、、櫻櫻櫻櫻のののの時節時節時節時節にににに塩江塩江塩江塩江をををを訪訪訪訪れるというれるというれるというれるという塩江塩江塩江塩江ふふふふ

るさとるさとるさとるさと会会会会のののの事務局事務局事務局事務局のののの思思思思いがいがいがいが見事見事見事見事にににに的中的中的中的中しししし参加者一同参加者一同参加者一同参加者一同をををを喜喜喜喜

ばせてくれましたばせてくれましたばせてくれましたばせてくれました。。。。池田会長池田会長池田会長池田会長さんをはじめおさんをはじめおさんをはじめおさんをはじめお世話世話世話世話いただいただいただいただ

いたいたいたいた皆皆皆皆さんにさんにさんにさんに感謝感謝感謝感謝のほかありませんのほかありませんのほかありませんのほかありません。。。。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

にににに着着着着くくくく早早早早々々々々いただいたうどんとおいなりさんやいただいたうどんとおいなりさんやいただいたうどんとおいなりさんやいただいたうどんとおいなりさんや夜夜夜夜ののののバイバイバイバイ

キングキングキングキングでたべたでたべたでたべたでたべた採採採採れたてれたてれたてれたて山菜山菜山菜山菜のおいしさものおいしさものおいしさものおいしさも忘忘忘忘れられませれられませれられませれられませ

んんんん。。。。昔昔昔昔、、、、母親母親母親母親がががが作作作作ってくれたなつかしいってくれたなつかしいってくれたなつかしいってくれたなつかしい味味味味をををを思思思思いいいい出出出出したしたしたした

方方方方もももも多多多多かったのではないでしょうかかったのではないでしょうかかったのではないでしょうかかったのではないでしょうか。。。。体験体験体験体験コーナーコーナーコーナーコーナーではではではでは

私私私私はははは蕎麦蕎麦蕎麦蕎麦ううううちにちにちにちに挑戦挑戦挑戦挑戦しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、文鎮文鎮文鎮文鎮づくりやづくりやづくりやづくりや竹細工作竹細工作竹細工作竹細工作

りでもりでもりでもりでも皆皆皆皆さんさんさんさん楽楽楽楽しんでおられましたしんでおられましたしんでおられましたしんでおられました。。。。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

のののの施設施設施設施設もすばらしくもすばらしくもすばらしくもすばらしく、、、、スタッフスタッフスタッフスタッフのののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの気取気取気取気取らないらないらないらないササササ

ービスービスービスービスもももも行行行行きききき届届届届いていていていて気持気持気持気持ちのちのちのちの良良良良いものでしたいものでしたいものでしたいものでした。。。。昨今昨今昨今昨今、、、、ここここ

うしたうしたうしたうした施設施設施設施設のののの運営運営運営運営はははは厳厳厳厳しいものがあるとしいものがあるとしいものがあるとしいものがあると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、末末末末

永永永永くくくく繁盛繁盛繁盛繁盛されるようおされるようおされるようおされるようお祈祈祈祈りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。    

（（（（内場池内場池内場池内場池のののの鮒鮒鮒鮒かかかか鯉鯉鯉鯉かかかか））））    

ふるさとへのふるさとへのふるさとへのふるさとへの思思思思いいいい。。。。私私私私はははは上西上西上西上西村村村村でででで生生生生まれまれまれまれ育育育育ちましたちましたちましたちました。。。。当当当当

時時時時、、、、村村村村にはにはにはには 3333 小学校小学校小学校小学校とととと 1111 中学中学中学中学がありがありがありがあり、、、、小学校単位小学校単位小学校単位小学校単位でででで行行行行われわれわれわれ

るるるる学芸会学芸会学芸会学芸会、、、、運動会運動会運動会運動会、、、、映画会映画会映画会映画会やややや盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり、、、、おおおお祭祭祭祭りはりはりはりは、、、、それはにそれはにそれはにそれはに

ぎわったものでしたぎわったものでしたぎわったものでしたぎわったものでした。。。。はじめてはじめてはじめてはじめて電灯電灯電灯電灯がががが灯灯灯灯りりりり、、、、家家家家のののの前前前前ををををバスバスバスバス

がががが走走走走るようになったときのうれしさをるようになったときのうれしさをるようになったときのうれしさをるようになったときのうれしさを今今今今もももも覚覚覚覚えていますえていますえていますえています。。。。

高校高校高校高校のののの頃頃頃頃、、、、町町町町のののの友達友達友達友達からからからから、、、、おおおお前前前前のののの家家家家のののの庭庭庭庭にはにはにはには狐狐狐狐ややややタヌキタヌキタヌキタヌキがががが

住住住住んでいるといってよくからかわれたものですがんでいるといってよくからかわれたものですがんでいるといってよくからかわれたものですがんでいるといってよくからかわれたものですが、、、、小川小川小川小川のののの

せせらぎやせせらぎやせせらぎやせせらぎや魚釣魚釣魚釣魚釣りりりり、、、、夏夏夏夏のののの蛍蛍蛍蛍やややや秋秋秋秋のきのこのきのこのきのこのきのこ拾拾拾拾いいいい、、、、四季折四季折四季折四季折々々々々のののの

美美美美しいしいしいしい山山山山々々々々はははは、、、、都会育都会育都会育都会育ちにはちにはちにはちには味味味味わえないものでしょうわえないものでしょうわえないものでしょうわえないものでしょう。。。。自自自自

分分分分をををを育育育育ててくれたててくれたててくれたててくれた両親両親両親両親、、、、塩江塩江塩江塩江のののの山山山山とととと川川川川、、、、小中学校時代小中学校時代小中学校時代小中学校時代のののの恩恩恩恩

師師師師そしてそしてそしてそして今今今今でもでもでもでも心心心心のののの支支支支えになっているえになっているえになっているえになっている龍神社龍神社龍神社龍神社などなどなどなどなどなどなどなど、、、、ふふふふ

るさとへのるさとへのるさとへのるさとへの思思思思いはつのるばかりですがいはつのるばかりですがいはつのるばかりですがいはつのるばかりですが、、、、今今今今はははは東京東京東京東京のののの人人人人になになになにな

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。。。。申申申申しししし訳訳訳訳ないないないない気持気持気持気持ちをいだいていますちをいだいていますちをいだいていますちをいだいています。。。。

少子高齢化少子高齢化少子高齢化少子高齢化やややや都会都会都会都会とととと地方地方地方地方のののの格差格差格差格差のののの波波波波にさらされてにさらされてにさらされてにさらされて、、、、ふるさふるさふるさふるさ

とととと塩江塩江塩江塩江もさびしいもさびしいもさびしいもさびしい町町町町になってきているようにになってきているようにになってきているようにになってきているように思思思思いいいい残念残念残念残念でででで

すすすす。。。。高松高松高松高松のののの中心部中心部中心部中心部からからからから近距離近距離近距離近距離にあるにあるにあるにある風光明媚風光明媚風光明媚風光明媚なななな温泉温泉温泉温泉のあるのあるのあるのある

町町町町としてとしてとしてとして栄栄栄栄ええええ、、、、塩江塩江塩江塩江にににに暮暮暮暮らすらすらすらす皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが幸幸幸幸せになってせになってせになってせになって欲欲欲欲しいしいしいしい

とととと念願念願念願念願しておりますしておりますしておりますしております。。。。（（（（東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区内内内内住住住住））））    

モニターモニターモニターモニターにににに参加参加参加参加いただきいただきいただきいただきありがとうございありがとうございありがとうございありがとうござい

ましたましたましたました。。。。    

ＮＮＮＮＯＯＯＯしおのえしおのえしおのえしおのえ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    藪内藪内藪内藪内    由佳由佳由佳由佳    

 

 

 

 

４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日～～～～１２１２１２１２日日日日にににに実施実施実施実施さささされましたれましたれましたれました「「「「ふるさとしおのえふるさとしおのえふるさとしおのえふるさとしおのえ

会会会会モニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアー」」」」にににに多数多数多数多数のごのごのごのご参加参加参加参加をいただきありがとうをいただきありがとうをいただきありがとうをいただきありがとう

ございますございますございますございます。。。。    

（（（（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））））    

 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がががが昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月ににににグランドオープングランドオープングランドオープングランドオープンをしをしをしをし

てててて以来以来以来以来、、、、会長会長会長会長のののの池田様池田様池田様池田様にはにはにはには各種方面各種方面各種方面各種方面でごでごでごでご協力協力協力協力をををを賜賜賜賜りりりり、、、、機会機会機会機会

あるあるあるある度度度度にににに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をををを広報広報広報広報いただいておりいただいておりいただいておりいただいており感謝感謝感謝感謝にににに

たえませんたえませんたえませんたえません。。。。今回今回今回今回ののののモニターツアーモニターツアーモニターツアーモニターツアーもももも池田様池田様池田様池田様からからからから「「「「関東関東関東関東・・・・

関西関西関西関西のふるさとのふるさとのふるさとのふるさと会会員様会会員様会会員様会会員様をををを通通通通じてじてじてじて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をたをたをたをた

くさんのくさんのくさんのくさんの方方方方にににに知知知知っていただこうっていただこうっていただこうっていただこう！」！」！」！」とのごとのごとのごとのご提案提案提案提案からからからから実施実施実施実施でででで

きたものですきたものですきたものですきたものです。。。。募集期間募集期間募集期間募集期間がががが短短短短かったにもかったにもかったにもかったにも関関関関わらずわらずわらずわらず、、、、多多多多くのくのくのくの

皆様皆様皆様皆様にごにごにごにご参加参加参加参加いただきいただきいただきいただき、、、、嬉嬉嬉嬉しくしくしくしく思思思思っていますっていますっていますっています。「。「。「。「ふるさとふるさとふるさとふるさと

塩江塩江塩江塩江のののの桜桜桜桜のののの美美美美しいしいしいしい時期時期時期時期にににに行行行行きたいきたいきたいきたい」」」」というごというごというごというご希望希望希望希望からからからから、、、、前前前前

述述述述のののの期間期間期間期間にににに行行行行いましたいましたいましたいました。。。。関東関東関東関東からはからはからはからは２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日とととと１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日ココココ

ースースースース。。。。関西関西関西関西からはからはからはからは１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日コースコースコースコースでおでおでおでお越越越越しいただきしいただきしいただきしいただき、、、、地元地元地元地元

のののの講師講師講師講師（（（（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ではではではではマイスターマイスターマイスターマイスターとととと呼呼呼呼ばせていたばせていたばせていたばせていた

だいていますだいていますだいていますだいています））））のののの指導指導指導指導のもとのもとのもとのもと竹細工竹細工竹細工竹細工・・・・石石石石のののの文鎮文鎮文鎮文鎮づくりづくりづくりづくり・・・・そそそそ

ばばばば打打打打ちをちをちをちを体験体験体験体験していただきましたしていただきましたしていただきましたしていただきました。。。。    マイスターマイスターマイスターマイスターのののの中中中中にはにはにはには

ふるさとふるさとふるさとふるさと会会員会会員会会員会会員のののの皆様皆様皆様皆様にゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのあるにゆかりのある方方方方もいらっしゃりもいらっしゃりもいらっしゃりもいらっしゃり、、、、

再会再会再会再会をををを喜喜喜喜ばれるばれるばれるばれる場面場面場面場面もももも見見見見られましたられましたられましたられました。。。。体験体験体験体験でででで作作作作ったったったった「「「「しっしっしっしっ

ぽくそばぽくそばぽくそばぽくそば」」」」をををを「「「「懐懐懐懐かしいかしいかしいかしい味味味味がするがするがするがする」」」」とのおとのおとのおとのお声声声声をををを聞聞聞聞きききき、、、、やはやはやはやは

りりりり、、、、地域地域地域地域のののの味味味味・・・・文化文化文化文化をををを守守守守りりりり、、、、えてゆくことのえてゆくことのえてゆくことのえてゆくことの大切大切大切大切さをさをさをさを感感感感じじじじ

ましたましたましたました。。。。塩江塩江塩江塩江にはすばらしいにはすばらしいにはすばらしいにはすばらしい食文化食文化食文化食文化・・・・手仕事手仕事手仕事手仕事・・・・伝統伝統伝統伝統がたくがたくがたくがたく

さんありますさんありますさんありますさんあります。。。。そしてそしてそしてそして、、、、なによりもなによりもなによりもなによりも人情溢人情溢人情溢人情溢れるれるれるれる魅力満載魅力満載魅力満載魅力満載のののの

方方方方々々々々がいますがいますがいますがいます。。。。今今今今、、、、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滞在滞在滞在滞在してくださっしてくださっしてくださっしてくださっ

ているているているている神戸神戸神戸神戸からのからのからのからの姉妹姉妹姉妹姉妹のおのおのおのお客様客様客様客様（（（（5555月月月月からからからから 9999月月月月までまでまでまで滞在滞在滞在滞在のののの

予定予定予定予定ですですですです））））にににに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のののの魅力魅力魅力魅力をおをおをおをお聞聞聞聞きしたところきしたところきしたところきしたところ

「「「「人人人人とととと人人人人とのとのとのとの良良良良いいいい関係関係関係関係がががが嬉嬉嬉嬉しいからしいからしいからしいから」」」」ととととのののの言葉言葉言葉言葉をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、

これからこれからこれからこれから、、、、もっともっともっともっと塩江塩江塩江塩江のののの良良良良さをいろんなさをいろんなさをいろんなさをいろんな方面方面方面方面のののの様様様様々々々々なななな方方方方にににに

おおおお伝伝伝伝えしてゆきたいとえしてゆきたいとえしてゆきたいとえしてゆきたいと思思思思っておりますっておりますっておりますっております。。。。最後最後最後最後になりましたになりましたになりましたになりました

がががが、、、、池田会長池田会長池田会長池田会長はじめはじめはじめはじめ役員役員役員役員のののの方方方方々、々、々、々、またまたまたまた、、、、懇親会懇親会懇親会懇親会にごにごにごにご出席出席出席出席いいいい

ただいたただいたただいたただいた皆様皆様皆様皆様、、、、当日快当日快当日快当日快くくくくマイスターマイスターマイスターマイスターをおをおをおをお引引引引きききき受受受受けいただいけいただいけいただいけいただい

たたたた地域地域地域地域のののの皆様皆様皆様皆様にににに感謝感謝感謝感謝したいとしたいとしたいとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。ふるさとふるさとふるさとふるさと会会員会会員会会員会会員のののの

皆様皆様皆様皆様、、、、塩江塩江塩江塩江へおへおへおへお帰帰帰帰りになられるりになられるりになられるりになられる際際際際はははは、、、、ぜひぜひぜひぜひ、、、、おおおお立立立立ちちちち寄寄寄寄りいりいりいりい

ただきただきただきただき元気元気元気元気なおなおなおなお顔顔顔顔をををを拝見拝見拝見拝見できればできればできればできれば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

     

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．．．．稲刈稲刈稲刈稲刈りりりり体験体験体験体験ツァーツァーツァーツァーをををを 9999月月月月 5555日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～6666日日日日（（（（日日日日））））1111泊泊泊泊 2222

日日日日のののの予定予定予定予定でででで募集募集募集募集。。。。詳細詳細詳細詳細はははは別紙別紙別紙別紙。。。。新新新新米米米米をををを持持持持ちかえりちかえりちかえりちかえり。。。。宿泊宿泊宿泊宿泊はははは

セカンドセカンドセカンドセカンドステージステージステージステージ。。。。羽田羽田羽田羽田～～～～高松高松高松高松航空航空航空航空往復往復往復往復運賃運賃運賃運賃 1111 人概算人概算人概算人概算

￥￥￥￥27,00027,00027,00027,000    おおおお申申申申しししし込込込込みはみはみはみは TELTELTELTEL・・・・FAX042FAX042FAX042FAX042－－－－782782782782----8630863086308630又又又又ははははセセセセ

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 TEL087TEL087TEL087TEL087－－－－893893893893----1100110011001100迄迄迄迄。。。。締切締切締切締切 7777月末月末月末月末。。。。    

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会費会費会費をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

別紙振込用紙別紙振込用紙別紙振込用紙別紙振込用紙をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。年会費年会費年会費年会費    ￥￥￥￥2,5002,5002,5002,500をををを郵便局郵便局郵便局郵便局

にてにてにてにて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        

加入者名首都圏加入者名首都圏加入者名首都圏加入者名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宛宛宛宛。。。。        

３３３３．．．．ふるさとふるさとふるさとふるさと会会会会会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中。。。。首都圏首都圏首都圏首都圏・・・・関西圏在住関西圏在住関西圏在住関西圏在住のののの親類親類親類親類・・・・

友人友人友人友人のののの方方方方をををを勧誘勧誘勧誘勧誘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    
 当当当当ふるさとふるさとふるさとふるさと会員会員会員会員のののの高久由紀子高久由紀子高久由紀子高久由紀子さんさんさんさん（（（（旧姓旧姓旧姓旧姓：：：：別所別所別所別所））））ののののシャシャシャシャ

ソンソンソンソンののののコンサートコンサートコンサートコンサートをををを４４４４月月月月にににに聴聴聴聴くことがくことがくことがくことが出来出来出来出来ましたましたましたました。「。「。「。「私私私私

ののののパリパリパリパリ」」」」ののののテーマテーマテーマテーマでのでのでのでの熱唱熱唱熱唱熱唱はははは、、、、本当本当本当本当にすばらしくにすばらしくにすばらしくにすばらしく、、、、感動感動感動感動

しましたしましたしましたしました。。。。それそれそれそれ以来以来以来以来、、、、高久高久高久高久さんのさんのさんのさんのファンファンファンファンになりになりになりになり、、、、CDCDCDCDをををを

よくよくよくよく聴聴聴聴いていますいていますいていますいています。。。。次回次回次回次回のののの会報会報会報会報はははは、、、、１１１１１１１１月月月月をををを予定予定予定予定していしていしていしてい

ますのでごますのでごますのでごますので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))))    


