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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 
今年の夏も台風が多く発生し

大雨が降り洪水被害を出しま

した。お蔭で松茸が生えず空振

りのシーズンとなり少し残念

でした。さて、年 2回発刊して

いる会報 35 号となりました。広報誌等から以下

ご報告します。 

１．先ずお詫びです。前号 34 号でインパール作戦

地慰霊の稿で尾崎緑軍曹を植松緑軍曹に、甥と

叔父と表現に間違いあったことご訂正ください。 

２．塩江美術館で 4月 22 日～8月 6日迄江戸健/色

彩シンフォニーが開催されました。 

同じく 7月 22日～23日風鈴づくり教室が開かれ

ました。 

３．6月、高松市議会で町出身の佐藤好邦市会議員

が、外国人観光客数が大幅に伸びている高松空

港と隣接した、本市唯一の温泉郷である塩江温

泉郷の今後のあり方に対する所見の代表質問を

しました。塩江温泉郷の活用は、本市の観光振

興やブランドイメージ向上を図る上で重要であ

る。美しい自然と歴史のある温泉資源を活用し、

日常から離れた時間の中で、感謝と人の温かみ

を感じられる場所となるよう、塩江温泉郷観光

活性化基本構想の着実な実現を図り、オンリー

ワンの価値を持つ温泉郷に磨き上げていく。市

民が文化芸術の振興をより実感できるよう。取

り組みの連携を図る。と市側は答弁しました。 

４．塩江町のホタル祭が 6 月開催（ふるさと会から

賛助金 3 万円寄付）8 月には第 39 回温泉まつり

がそれぞれ開催されました。 

５．7 月 1 日第 11 回ふるさと会総会をグランドア

ーク半蔵門で浜田県知事をお迎えし開催しまし

た。2次会は新宿歌舞伎町でクラブを貸切、カラ

オケ大会を交え盛大に実施しました 

６．7 月 2 日～4 日東北山形を地元塩江町有志とふ

るさと会会員で 2泊 3日の旅行を致しました。 

７．8月１２日（土）～14 日（月）高松市主催の夏

恒例行事である高松まつりが、中央公園・中央

通り・サンポート高松などで開催されました。 

８．9 月、高松市議会で自民党議員から代表質問、

塩江温泉郷における魅力ある観光関連施設の再

整備に当たっての具体的検討状況は。高松空港

の民営化により、来訪者の増加が期待される中、

塩江温泉郷に一層の磨きをかけることは、本市

の観光振興にとって重要であることから、自然

休養村センター跡地を含む道の駅エリアに、市

民塩江分院を移転し、合わせて道の駅と浴場施

設の一体的な再整備を検討している。と市側は

答弁しました。 

９．町興しの観点から松茸山を今年から再契約。10

月 9 日塩江上西松茸山にきのこ狩りを実施（松

茸採れず）同じ日、安原最明寺で山田蔵人の所

有物とみられる武具を見学しました。 

10．10 月 20 日会員である高久由紀子さんのシャン

ソンコンサート、るたん・フエスティバルが都

内新橋ヤクルトホールで開催されました。塩江

特産米として新米を関東・関西に向け約 2200Kg

出荷支援をしました。11 月６日都内品川プリン

スホテルで東京香川県人会が開催され参加、ふ

るさと会から総会資料に広告を掲載しました。 

11．東京・別海ふるさと会との交流事業を行いまし

た。4月 15 日第 22 回総会、9 月根室秋刀魚祭り・

9月 28日～10月 1日代々木での秋の産直販売な

どです。当ふるさと会の役員会を食事会（総会

反省会）兼ねて JR 池袋駅近くで開催しました。 

特集 ふるさと会総会と山形旅行 

ふるさと会会長 池田 克彦 

7 月 1 日（土）都内千代

田区半蔵門のグランド

アーク半蔵門で第 11 回

総会を開催いたしまし

た。今回は初めて浜田県

知事が来賓として来ら

れ、浅野県東京事務所長、佐藤高松市会議員、地元

塩江町有志の方々、東京・別海ふるさと会、標津会、

中標津会とわれらふるさと会会員（関東・関西）で

楽しく賑やかに実施しました。浜田知事のふるさと

納税等のお話を伺いました。又、特に、浜田知事が

お見えになったと言う事で高久由紀子さん（塩江出

身）からシャンソンをご披露して戴きました（リヨ

ン駅・ふるさとの山）翌日、

この 1 月インパール作戦地

慰霊を行ないましたが、ご遺

族と塩江町有志の方々及び

ふるさと会員で、山形県乗慶

寺を訪問しました。塩江上西

の丘にあるビルマ慰霊碑（佐

藤中将の碑）に関係するお寺

（佐藤中将のお墓）で、上西

に建立した碑は、インパール作戦から生き残って帰

還した塩江町出身の植松緑軍曹が、佐藤中将に生還

出来た感謝と亡くなった戦友を鎮魂する意味の碑

でした。乗慶寺では佐藤中将のご子孫とご面談が出

来ました。四国・香川から高松市塩江から遥かビル

マ・インパール作戦に従軍した現実を知った次第で

す。以後は、酒田・天童など和気藹々の旅行でした。

参加された方の記事をご紹介し紙面を借りて御礼

を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会･東北山形親善旅行に 

参加して 

高松市塩江町観光協会会長 

 藤澤英治 

           ふるさと会の会員皆様 

ご健勝のことと存じます。 

 

 さて、7 月 1 日第 11 回ふるさと会総会に浜田恵

造香川県知事、佐藤好邦高松市議会委員並びに

塩江町から 10 名参加させていただきました。 

また、7月2日～4日には東北山形旅行への参加。 

 

まず前夜の雨で水かさの増えた最上川下り、船頭

さんの山形弁が特徴でした。次に去年、日本遺産

に認定された出羽三山神社。最近では白装束に身

をまとい、自然のパワーを吸収する「生まれ変わ

りの旅」も人気だそうです。相馬楼での舞子舞踊、

みんな無心になった甘いサクランボ狩り。また、

雨の中蔵王のお釜など。 

最後に、今回の旅の目的でもあるインパール作戦

地慰霊旅無事帰還報告と佐藤幸徳中将のお墓参

りが出来た事に感動いたしました。資料等で世界

戦史中最も悲惨なインパール作戦を知り、今の私

たちは雨露を凌ぐ家に住んで、毎日食べるものが

ある。当たり前の幸せにもっと謙虚にならなけれ

ばと猛省しました。今回の旅の盛りだくさんの内

容と美味しい料理でのおもてなし。旅の計画から

準備、当日までお世話いただきました東京ふるさ

と会監事役員の皆様に心からお礼を申し上げま

す。次回もお元気で皆様にお会いできる事を祈願

しております。本当にありがとうございました。

（高松市塩江町在住） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北山形親善旅行に参加して 

小笠原 勝範 

今年、新年早々ミャンマー

でのインパール作戦地の慰霊

を行いました。四国出身兵の

師団長佐藤幸徳中将の功績で

多数の兵が助けられたという。 

7 月 3 日、佐藤幸徳中将の菩

提寺の梅枝山乗慶寺に参拝し、佐藤中将について学

校で学んだ歴史の流れ（過去、現在、未来）を正し

く理解してほしいと思った。五月末の雨で水かさが

増した最上川舟下りは、童心に帰って楽しかった。

山形と言えばさくらんぼ・・・さくらんぼ狩りでは、

大粒 20 粒で大満足。それほど美味しいさくらんぼ

を堪能しました。その日は、天童温泉「滝の湯」で

一日の疲れを癒し、仲間ご一行でゆっくりくつろぎ、

楽しいひとときを過ごしました。7月 4 日は寒い小

雨の中、蔵王へ・・・あいにくの天気で蔵王のシン

ボル火口湖「お釜」が見えなくて残念でした。 

山形県観光物産会館でそれぞれお土産選びを楽し

み、ふるさと会 17 名はＪＲ山形駅より東京へと帰

路に着いた。この楽しい旅行を企画してお世話して

いただいた池田会長、及び、ふるさと会 17 名の皆

様に御礼申し上げます。（高松市塩江町在住） 

 

東北山形親善旅行に参加して 

折橋 雅人 

 

今回、初めて高松塩江ふるさと

会の集まりに参加させていた

だき、東北山形の親善旅行に同

行させていただきました。新庄、最上、酒田、

寒河江、天童、蔵王と今まで聞き知っていた山
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形県の名高い地域を初めて実際に訪れる事がで

き、自分の目で見て、感じて体験することがで

き、有意義な 3 日間を過ごさせていただきまし

た。 特に 31 師団長 佐藤幸徳中将の菩提寺の

乗慶寺および慰霊碑を詣でる事ができたのは、

私にとって大変意義深い出来事になりました。

前職で 2 年近くミ

ャンマーに滞在を

しており、インパー

ル作戦のことや抗

命事件については

それなりに歴史の

事実として知って

いましたが今回、乗慶寺や慰霊碑を訪れたこと

で、この大戦のことや人の生き様についてより

深く考えさせられることとなりました。 また、

松尾芭蕉やテレビ放送で名高い最上川を舟くだ

りをしたり、神秘的な出羽三山神社の散策・参

拝、さくらんぼ狩、天童温泉宿泊と楽しい時間

を過ごさせていただき、リフレッシュすること

ができました。今回特に驚いたのは、私の母の

曽祖父が塩江の出身者であることを知ったこと

です。香川に縁がある事は聞き知っていました

が、出身地の詳細までは聞いていなかったので、

本当に驚きました。この世の中で人と人との縁

ほど不可思議なものはないと感じた今回の旅行

でした。初めてお会いした塩江の皆様と酒を酌

み交わし、いろいろなお話をお聞きし、楽しく

過ごすことができました。また機会がありまし

たら是非皆さんの末席に加えていただき、楽し

い集いや旅行に参加させていただければと考え

ております。（横浜市在住） 
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 酒田市 

 

 

 

 

東北山形親善旅行に参加して 

藤野 修 

この度、高松・塩江ふるさと

会主催の「東北山形親善旅行」

に参加しましたが、私にとって

山形県は仕事先への通過点とな

る事が多く、三十数年前に立石

寺・天童温泉を訪れて以来の山

形県での観光となりました。山形県内で源流を発

し、日本海に注ぐ最上川の下りから始まり出羽三

山神社参拝、佐藤幸

徳中将の墓参、酒田

市内の歴史ある建

造物の見学、さくら

んぼ狩り、蔵王（お

釜）見学等、ほぼ山

形全県にわたる範囲での観光であり、酒田市内に

ある 120 年前に建設され、現役で使用されている

山居倉庫は印象深く残っています。又、佐藤幸徳

中将という偉大な方がおられた事を知り得て幸

いと思います。蔵王のお釜は生憎の天候で絶景を

目に焼き付けられませんでしたが、今後機会を作

り再挑戦したいと考えます。本年早々にインパー

ル作戦地で行われた慰霊について佐藤幸徳中将

の墓前で報告をする趣旨で佐藤中将の菩提寺の

ある山形県餘目町を訪れる事で旅行地も山形県

に決まったとの事でしたが、滅多に行くことの出

来ない山形県の各地を楽しく観光させて頂きま

した。宿舎では、地元の肴、地酒（初孫）で皆様

と歓談し、地元米（つや姫）を美味しく頂き楽し

い時が過ぎて行きました。高松・塩江ふるさと会

の方々の寛容なご配慮により、楽しく旅をさせて

頂き有難う御座いました。池田会長、岡本様、大

変お世話になりました。又、お疲れ様でした。（千

葉県四街道市在住） 

羽黒山 

神殿 

珍しいカラス 

 

 

 

 

楽しかった第 11 回総会と山形旅行 

                      

早井 幸子 

 7 月 1 日、早めにグランドアーク

半蔵門に着くと役員の方々がてき

ぱきと忙しく会場の設営をされて

いました。総会に旅行に、何時もこ

んなに心のこもったお接待を本当に有難うござい

ます。会場には、懐かしい顔々、笑顔が揃い、総会

が始まり、浜田県知事のご来賓ご挨拶があり、各ご

来賓方々のご挨拶も進み、高久さんの素敵な歌を聴

き、抽選会やら楽しい行事や歓談が続き、楽しと総

会が無事終わりました。新家会長ご夫婦にも二次会

でお会いし賑やかで嬉しい一日でした。翌 2 日の朝、

つばさ 131 号で新庄着、さみだれ集めて早く、風

も強く、波も逆巻く最上川船下り。船頭さんの相馬

節にうつとりと、知らぬ間に前の席の人が、川の駅

で買った丸コンニャクとワンカップが私の胃の中

になぜか入ってしまつて 1 時間。花笠音頭でシャン

シャン。船下りも好いものだなァと、羽黒山へ。国

宝の五重塔迄は、以前に来たけれど、山上は今回初

めてで、少しのお賽銭で欲深いお願い、鏡池に黄色

のコウホネが沢山咲いていました。酒田の若葉旅館

に着くと雨になり、しっとりした気分です。次の日

は本降りの雨の中、佐藤幸徳中将の墓碑を参拝し佐

藤家を継ぐ成彦さんのお世話に故人を偲びました。

菩提寺の梅枝山乗慶寺は曹洞宗の古刹で、続けて見

学した本間家旧本邸や相馬楼などと共に建築とし

て興味深く床しいものでした。相馬楼の舞妓は、華

やかな着物と踊りの素人っぱさが相まってさくら

んぼのように可愛かった。その後、本物のさくらん

ぼ狩りで寒河江に行くと、大木の大粒の佐藤錦が完

熟し、枝もたわわに実っているのに感激。でも一度

にそう食べられるものでなかった。最終日は、蔵王

のお釜、雨が強く直ぐにレストハウスに逃げ込んで

ストーブに当たる。お釜を見ることが出来なかった

けど、鳥海山と姥ヶ岳と月山と蔵王の雪を見て、楽

しい思い出が一杯できた旅でした。（高松市塩江町

在住） 

 

ふるさと会総会と二次会 写真集 

 会長 総会挨拶    佐藤市会議員                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局よりお知らせ 

① 11 月 11 日～25 日間 NPO アジア太平洋英霊顕

彰会がインパール作戦地慰霊に引き続いて、先

の大戦の激戦地であるガダルカナル島沖に沈

没した戦艦比叡の探索と慰霊を行います。ふる

さと会及びふるさと会員・地元塩江町有志が協

賛し寄付金を出しました。 

② 牛鬼を退治した山田蔵人の命日と云われてい

る来年２月２日に会合を予定します。 

③ 高松・塩江地区に地域お越し協力隊に新たな隊

員が委嘱されました。村山淳さん（28 歳） 

福島県出身。エリアが広範囲である為 2人体制。

村山さんは大学院で英米文学や歴史学専攻今

年 3 月修士課程を終了。香川で就職活動中隊員

募集に応募。SOT29 結成高松市塩江町の住民

が中心となって地域を元気にする「しおのえお

助け隊」SOT29 を結成した。今秋開催される

竹明かりイベント等に参加予定。 

④ 安原小学跡の塩江町歴史資料館では、開館一周

年を記念して「追悼 藤沢秋義先生の足跡を開催

中です。ぜひご来館ください。」 

編集後記 

 今年は頻繁な台風通過と雨が多く洪水被害多く

がみられました。 

我がふるさと塩江はたいした災害もなかった様で

す。雨の降るタイミング悪くお蔭で借りた松茸山に

マッタケが生えず別のキノコを収穫しました。来年

こそはと思います。 

次号は来年春を予定します。（編集人 小川奈々） 


