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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
今号で 32 号となり 16 年目で
す。ふるさとのこと対象に色々
なテーマで発刊してきました。
まだまだ今後も続くと思いま
す。今ふるさと塩江では、昔の
ことを見直しする運動が個々のレベル出てきた
感じが致します。今年は、第 3 回の瀬戸内国際
芸術祭が開催されています。この秋のシーズン
に塩江と瀬戸内を会員諸氏と訪ねたいと検討し
ています。
さて早速ですが、県市等の広報から地元と会の動き
をご報告します。
１．県 28 年度当初予算一般会計予算 4710 億 500 万
円（前年度＋2,3％）昨年 12 月に策定した「新・
せとうち田園都市創造計画」の基本目標『せと
うち田園都市の新たな創造』の実現に向け、成
長する香川、信頼・安心の香川、笑顔で暮らせ
る香川の 3 つを基本方針に、人口減少、活力向
上対策の総合的な推進や地域経済の活性化を図
るともに、県民生活を豊かにするための施策な
どに重きを置きつつ瀬戸内海など地域資源を生
かした魅力ある瀬戸内香川の生活圏づくりを進
める必要がある。と主要事業の概要に説明があ
ります。
２．市 28 年度当初一般会計予算 1653 億円（前年度
＋3,2％）重点事業 125 事業に約 326 億円計上。
健やかにいきいき暮らせるまち、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
あふれる創造豊かなまち、安全で安心して暮ら
し続けられるまち、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
揮できるまち等が予定されています。
３．瀬戸内国際芸術祭 2016 がスタートしました。
春・夏・秋 会場は 12 島 14 会場。基本テーマは
「海の復権」2014 年の芸術際での来島をきっか
けに男木島に子育て家族が U ターン休校してい
た小中学校が再開。まさに「復権」とした象徴的
な出来事があった。
４．高松市合併 10 周年記念式典が 2 月 15 日サンポ
ートで開催されました。塩江町が口火を切り牟
礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町が高
松市となり早 10 年経過しました。
５．役員会と新年会（1 月 23 日都内四谷駅前スク
ワール麹町）と東京・別海ふるさと会との交流
事業（9 月秋刀魚祭り・10 月代々木産直・12 月
忘年会・4 月総会等）を行いました。別海町水沼
町長が総会参加後体調不全で突然亡くなられま
した（昨年 6 月別海町を訪問しお世話になりま
した。ご冥福をお祈りします）

特別寄稿 定年退職あいさつ
定年退職

ご挨拶
和泉孝治

私事、３月３１日をもっ
て定年退職をいたしました。
昭和４９年に塩江町役場に
奉職し、これまで４２年間、
地域の方々や諸先輩方、同
僚等に支えられながら、なんとか無事定年退職を迎
えることができました。また、最後の年を塩江（塩
江支所）の地で迎えられたことは幸せだったと思い

ます。これまでを振
り返りますと、まさ
にいろいろなことが
ありました。しかし、
なんといっても「ふ
るさと会」との出会
いは非常に楽しかっ
た思い出で一杯です。
私が企画調査課時代に初代の元黒川会長の後を引
き継がれた池田会長からが交流の始まりです。あれ
から２０年もの月日が流れていることが不思議な
くらいです。池田会長の会長就任時から全く変わら
ないバイタリティー溢れた行動力には驚かされま
す。本当に「びっくりポンです」。あのパワーがど
こから来るのか一度ゆっくりお聞きしたいと思い
ながら今日に至っています。これまで、総会等で上
京の度に、東京のいろいろなところにご案内頂きま
した。また、昨年は別
海町ふるさと会との
交流旅行にも参加さ
せてもらい、別海町を
再度訪れる機会を頂
きましたことは感激
の極みです。また、ふ
るさと会の皆様方も
これまで池田会長をよくサポートされ、ふるさと会
の発展に寄与されておられますこと、本当に頭が下
がる思いで一杯です。なにより、ふるさと塩江に寄
せられる強い思いをいつも感じています。どうか、
これからもお元気で、ふるさと塩江のために一層の
ご支援を頂くとともに、池田会長様始め、ふるさと
会の皆様方のご健康とご活躍をお祈りし寄稿とさ
せていただきます。本当に長い間お世話になりまし
た。追伸：現在、太田出張所（高松市伏石町サンフ
ラワー通り沿い）にいます。これからもよろしくお
願いします。
（高松市塩江町在住 前塩江支所長）

特集

ふるさとの同窓会と古希のお祝いに参加して
後藤 徹
ふるさと会の皆様、益々ご健勝の
事とお喜び申し上げます。
塩江中学校を昭和３７年に卒業し、
早くも５４年も過ぎていることに
改めて気が付き。もう古希を迎え
る年になっている事に、自身があ
らたな驚きを感ぜずにはいられません。
平成２８年４月９日、中学同窓会と古希の祝いの会
を桜満開の塩江ホテルセカンドステージで開催。先
ずは、玄関で全員の集合写真を撮ったのですが。本
当になつかしい顔もあれば、誰だったかな、と名前
を云わなければわからない顔などもあったものの、
そこは同級生のよしみで手を握り肩をたたき合う
仲間同士の楽しい会が開始されました。いつの間に
か、当時の呼び名で、また、中には親しみの呼び捨
てで、ニックネームで語り合う声があちこちで聞こ
え、笑談と、得意のカラオケもミックスし、気付く
とアッという間に、３時間が過ぎていました。
思うと７０歳の人生で、同級生の皆さんと過ごした
期間は、１０年足らず。そして、今５０数年過ぎて
も、当時を鮮明に蘇らさせるのが同級会。
次回は、喜寿(７７歳)で会おう！ いやもっと早く
７３歳でどうか！ 等々飛び交うなか。幹事さん達
の計らいもあって、全員でのコーヒータイムを設け
て貰い、最後の語らいをいとうしみ、胸にせまるの
を感じたのは私だけだったでしょうか。幹事様一同
はじめ２０名の皆様、楽しい時間を有難うございま
した皆様のご多幸をこれからもお祈りいたします。
生涯現役実践中のエルダーより。
（高松市桜町在住）

ふるさとの同窓会

ふるさと会会長 池田克彦
今年に古希を迎える塩江中学校第 1 期卒業生が
それに該当しますが、当時第 1 教場から第 3 教場に
分かれていた関係から、上西・塩江・安原と夫々同
窓会を開催した又は予定されている様です。その中
から、安原（第 1 教場）の同窓会を取り上げてみた
いと思います。
小学校卒業以来、中学校卒業以来と驚くほどの時間
が経過していますが、日常性のある会話が成立する
不思議に童心を発見しました。ガキはガキだなと思
った次第でまったく男女の区別がない会話に無心
を感じました。こんな事からも竹馬の友と言う言葉
が生まれたかもしれません。5 人の方に代表でご寄
稿いただきました。紙面を借りて御礼を申し上げま
す。

同窓会に参加して
桑原（旧姓 植田）輝子
始めに、すでに他界された同級生
の方々のご冥福を心よりお祈り申
し上げます。
４月９日晴れ、今年古希を迎え
る私達、場所は内場ダムの辺に建
っているホテルセカンドステージ。
心地良い風に桜の花びらが舞う坂道を歩いていく
と「輝ちゃんよう来たな。久しぶり」と親しく懐か
しい笑顔で後藤安宏さんが声をかけてくれました。
その時の笑顔しぐさから、何ともいえない優しさを
感じ嬉しくなりました。その後、次々と出会う懐か
しい友、中学卒業より５５年、この人は誰かしら？
この人はと昔の記憶をたどりつつの挨拶は笑顔が
絶えません。お互いに顔を見、手を握り合い確かめ
あって「久しぶり、お元気でしたか」
すぐに心が通い合う同級生っていいなぁ。席に座る
順番クジ、ビールで乾杯！美味しい料理に舌ずつみ、
自己紹介しつつ賑やかに進行、話の花が桜の様にそ
こかしこで満開です。
昭和３０年代にタイムスリップしました。この同窓
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会を振り返り今思う事は、お互いの笑顔の中の５５
年間の人生尊い歩みと人の様々なところを通され
るからこそ、笑顔しぐさ、姿、言葉の中に優しさや
魅力があり、徳を得ていく事により輝いていけるの
だという事です。
ああ！私の友は素晴らしい人ばかりです。最後にな
りましたが幹事さん本当に有難うございました。心
からお礼申し上げます。
（高松市香南町在住）

薄くなったり顔に皺が出来たりしますが、健康で同
し応援していきたいと思いま
窓会に出席出来る事は心から感謝しています。お世
す。
話してくれた後藤君、明ちゃん本当に有難うござい ② 9 月に塩江物語第 4 話島上亘
ました。遠方から来られた方ご苦労様でした。次回
司著作の「牛鬼・山田蔵人伝」
同窓会の時も是非元気で出席してください。懐かし
発刊。1 冊 800 円販売予約申
い方々が多かったせいか楽しい団らんでした。今回
込み受付中。郷土の誇り塩江
出席されなかった方は是非次回はきてください。私
輩出の弓の名人で牛鬼を書き
ごとですが、私は地元へ嫁に行き５０年近くなり
出した傑作作品です。添付チラシ参照。
色々ありましたが、主人の母が９７歳で介護、主人 ③ 10 月 16 日（日）～18 日（火）2 泊 3 日秋の瀬
観月橋から見た岳八幡
の病気、孫の世話などしながら何とか過ごしていま
戸内国際芸術祭（資料添付）と松茸狩りの旅を
す。たまには旅行に行ったり、趣味のことをしたり、
予定します。瀬戸内の島及びふるさと塩江の松
４月からは８８ヶ所お寺巡りを始めました。先日も
茸山（ふるさと会が借り上げ）を訪ね例の物（塩
お寺に行ってきました。体が元気なうちに旅行にも
江特産品の松茸）を収穫する企画です。今年も
行って来ます。又皆さまにお会い出来る日を楽しみ
昨年と同様に大収穫を期待しています。詳細は
後日ご案内します。
④ 10 月 23 日塩江町歴史資料館オープン。四国大
学太田先生の演題で塩江輩出の「藤沢東畡先生
とゆかりの人たち」の記念講演があります。ふ
るさと会は協賛です。添付チラシ参照。
ふるさとの同窓会に参加して
⑤ 「塩江町 文化財めぐり」10 月資料として安
原文化の歴史史保存会が発刊。添付チラシ参照。
岡内 憲一
⑥ 28 年度も塩江の新米を特産品として生産・販
４月９日（土Ｃ）安原小中校の同
売支援を実施します。塩江の新米予約票を同封
窓会の案内をいただきしました。
します（申し込み書を添付）希望者は 6 月 10
出席者は２０名、始まり物故者９
日迄申し込みください。
名の旧友を偲び黙祷から始まりま
⑦ 特定非営利活動法人アジア太平洋英霊顕彰会
した。出席者の中には５０数年ぶ
を発足（7 月認可見込）今秋ミヤンマー（旧ビ
り級友とか、相模原市から、横浜、大阪、神戸、九
ルマ）ご遺骨情報収集行事を支援予定。ビルマ
にしています。本当に楽しい一日でした。（高松市
州小倉と遠方から集まりました。
方面軍・28 軍（策）隷下・善通寺 55 師団（壮:11
会場はホテルセカンドステージ、会場から眼下には 一宮町在住）
師団を母体に昭和 15 年編成）歩兵 112 連隊（丸
内場ダムが一望でき、ホテルの廻りは桜が満開、素
５５年振りの再会“友達・故郷って良いなぁ～！”
亀）143 連隊（徳島）144 連隊（高知）がビル
晴らしい風景を見ながら和やかな雰囲気の中、各自
マ攻略戦に参加していますが、今秋はインパー
の自己紹介もユーモアたっぷりあふれる話題で会
橋本 邦雄
ル作戦地を訪ねる予定です。我が善通寺 55 師
場は盛り上がり大笑いの連続です。その後はカラオ
今回は幹事の皆様方、本当に有難
団（壮）はインパールへ従軍していませんがそ
ケ歌う皆さん歌い馴れて結構上手な人ばかり。閉会
う御座いました。
の後ビルマ中央平原などの戦いで多数の兵が
予定時間も大幅オーバーし別れを惜しむ雰囲気が
皆と久し振りに会い、時の流れを
倒れた英霊の地です。
いっぱいでした。閉会は全員で珈琲を飲みながらも
忘れてしまう様に、子供の頃の呼
⑧ 東京香川県人会定期総会
う来年の話又は役員の方々に引き続きお世話をお
び名になり、昔話に花が咲き、本
日時：11 月 4 日金曜日 18 時より
願いし心から感謝し別れました。出席予定だった川
当に楽しい時間を過ごせました。
会場：品川プリンスホテル「プリンスホール」
田登君が体調不良の為欠席の連絡が当日の朝、役員 参加して良かったです。
⑨ 28 年 度 個 人 会 費 の 納 入 を お 願 い し ま す 。
の所に入ったと聞きました。その３日後４月⒓日 私「邦やん」も来年１月７日にて７０歳になります。
￥2,500 郵便局扱 口座記号 00150－2
(火)早朝川田君の訃報が入り瞬間茫然となりまし 子供の頃はこの年代を見ると、随分と年寄りに見え
口座番号 196649 加入者名（口座名）首都圏
た。昨年４月神戸で逢ったのが最後になりました。 たものですが、実際に自分がこの年になると、子供
ふるさと会（振込用紙同封）
心からご冥福を祈り後日兵庫県三木町の葬場へ級 の頃からの延長で実感が湧きません・・、皆さんも
又は、みずほ銀行橋本支店 普通口座 2091725
友数名でお見送りしました。
同じでしょうかね？
口座名高松・塩江ふるさと会
「人生を模糊たる霞の中 ぼかし去るには耄碌寸 そして、池田の克ちゃんは塩江町の為に頑張ってい
前状態がよい」「耄碌寸前」から。
て、後藤安宏さんの協力で松茸山の再生の為に山を
（高松市大田上町在住）
借りたとの事、そんな町おこしも面白いじゃないで
すか。昔は椎茸山に入ると一面に松茸の香りがして
いて、親戚の山で随分と取って食べた記憶がありま
す。
川や山で、朝から晩まで真っ黒になって遊びました
が、現在は川も汚れ、遊ぶ事が出来ないと聞き、と
ても残念です。環境を再生していくのも、昔を知っ
ている私達の役目なのかもしれませんね？
何かあれば手伝いますので、お知らせ下さい。
内場池
では、また会う日まで・・・。横浜の風来坊より（神
奈川県横浜市在住）

事務局よりお知らせ
同窓会での再会
高橋（旧姓 藤沢）トミ子
桜満開の中、同窓生にお会い
でき楽しい一日でした。懐かしい
方、５０年ぶりにお会いした方、
小中の頃の思い出は何時まで経っ
ても良いものですね。女の子は、
明ちゃん、輝ちやん、美恵ちゃん、竹ちゃん、政ち
ゃんらを小学校の頃の名前で呼び合い、男の子は、
何々と君を読んで合い子供に戻った心で和気あい
あいと過ごしました。
中学卒業後、家の事情で県外に行かれた方も立派に
なり仕事に成功し逞しく思います。又地元でいる方
は其々家を守り地域社会のことで色々忙しい日々
を過ごしています。年と共に頭の毛が白くなったり

① 小豆島水の子礁調査
同じ香川県出身で小豆
島の塩田町長からのご
依頼で、12 月・2 月・3
月と小豆島の岸谷地区
沖合 6km 水深 40m 弱水
ノ子礁を最新型マルチ
ビーム・ソニック 2024
で計測し、見事画像が
取得出来。ROV（水中ロ
ボット）に搭載 4k
水中カメラで映
像を撮りました。
香川県で唯一世
界遺産登録に向
けた海中の石の
画像の成果を出

編集後記
今年の 5 月は五月晴れに恵まれましたが、熊本地
震があり亡くなられた方のご冥福と復旧がまかり
ならぬ避難状態に同情申し上げます。少しでも手助
けなればと被災者支援をおこなっています。早く余
震がおさまることを祈ります。次号は今秋を予定し
ます。
（編集人 太田美奈子）
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