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【会長】 

松平 賴武 コロナのため県人会の集まりができないことは誠に残念です。 

しかし故郷（ふるさと）を思う気持ちは、皆様変わらないと思い

ます。香川を思う人の和を大切にしてゆきたいと考えます。 

皆様のご健勝を祈ります。 

 

【あ行】 

青木 修三 困難な時代での県人会ご運営、本当にご苦労様です。定期総会の中止はま

ことに残念ですが、明日を信じて平和な日々が戻ることを祈りましょう。皆々様

のご健勝を祈念します。 

安部 貴士 私と面識のある方へこの前、財布を落としました。見つけた方は連絡ください。 

安藤 善偉 眼、耳、足腰はまだ大丈夫です。週 1 回千葉大学病院外来でのボランティア

（2001年から）、地域の卓球クラブに健康麻雀など 89才の 1人暮らしを楽しん

でいます。 

伊澤 正徳 会社は定年退職をして今は市川市のシルバー人材の仕事をしています。 

石川 義雄 ウィズコロナを見据えて、新たな事業計画を立案し、繰越金の有効活用を図る

べきと思います。 

磯﨑 正 コロナ禍終息と総会開催を祈願して居ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

            写真提供：高松市                  写真提供：（公社）香川県観光協会 

2022年 6月 高松城桜御門復元          丸亀城石垣修復工事中  

東京香川県人会 会員の皆様へのメッセージ 
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（あ行－２） 

岩津 正昭 香川県人会は松平会長のご尽力による運営に満足しております。定期総会は

了解いたしました。 

氏家 康二 お世話いただきありがとうございます。県季刊情報誌「新・さ

ぬき野」のご送付楽しみに待っています。新規会員の加入

促進がもっともっとなされればいいですね。 

 

逢阪  高松第一高等学校吹奏楽部 全国大会出場おめでとうございます 

王尾 高明 さぬきうどんを知らない人は「丸亀うどん」を本当のさぬきうどんと思っている人

が多いです。本当のさぬきうどんを知ってもらいたい。 

大野 正博 さぬきふれあいコンサートの再開を嬉しく思ってい

ます。毎回楽しみにして紀尾井坂まで通っていま

す。 

大原 喜美子 「香川県独立の日」があることをはじめて知りました。郷里でありながら歴史をし

らない。昔のこと今のことをもっともっと知りたいと思います。 

大平正芳記念財団  

大平 裕 

10 月 17 日に、大平正芳記念財団より「大平正芳とその政治 再論」を発刊し

ました。是非、ご一読ください。 

㈱ワールドクラフト 

大和田博道 

東京都港区で起業して頑張っています。応援お願いします。 

小川 淳也 

（衆議院議員） 

会員の皆様、いかがお過ごしでしょうか。高松市の衆議院

議員小川淳也でございます。 

この会は愛郷の思いをつなげる大切な存在として、70 余

年の年月を数えております。それは先輩方と現役員の御

尽力の賜物です。本当にありがとうございます。 

またこの会が、香川の振興に貢献できる存在として、より一

層の飛躍を遂げるよう、今後もいっしょに歩みたいと思っております。 皆様方

のご健勝、郷土香川の繁栄と東京香川県人会のますますの隆盛を祈念して

おります。 
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（あ行－３） 

小野 晃伸 コロナ禍の 3 年の間に死線ギリギリの生を得て、生かされていることに感謝の

毎日です。日々是好日にて過ごさせていただいております。 

小原  清 毎々お世話になり有難くお礼申し上げます。私は 84 歳になり体力も急に衰え

て来ました。気力は前向に頑張っています。新・さぬき野、カレンダー等は美し

く故郷を思い出し楽しんでいます。 

【か行】 

利田 秀男 房総半島台風から新型コロナ感染と続いた長いトンネルを抜けて、出口の明

かりが見えてきたように感じられます。皆様の健勝をお祈りいたします。 

樫原  勉 

（高松一高） 

皆様お元気ですか？皆様にお会いできるのを楽しみにしています。 

金子 秀子 11月 30日に香川県の綾子踊、滝宮の念仏踊りがユネスコ無形文化遺産に登

録されましたね。とても喜ばしい事と思いました。また、県人会でもとりあげて下

さいませ。 

菊池 健二 コロナ収束の早からんこと祈るばかりです。 

 

2022年 11月 祝 ユネスコ無形文化遺産登録決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

   写真提供：綾川町教育委員会               写真提供：まんのう町教育委員会 

        滝宮の念仏踊り             綾子踊（あやこおどり） 
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（か行-２） 

木下 広一 2020 年 10 月 05 日（65 歳）に横浜家庭裁判所にて、合意の

上、「調停離婚」致しました。また、2021 年 02 月 07 日（66 歳）

に高松市居住の私の実妹が新型コロナ感染で亡くなりました。

度重なる私の人生の不幸にも動ぜず、私は、60 歳の時に志し

た「貿易関係の実務経営者」を目指して、「資格試験受験や合

格」等努力しております。諦めないと必ず夢は叶うと信じております。      

高松一高関東桜紫会幹事.神戸大学海神会関東支部理事；木下広一 

吉祥 瑞枝  

（日本化学会

フェロー）  

サイエンススタジオ・マリー20 周年記念公演：讃岐

の誉れ!『日本のマリー・キュリー 保井コノ』～科学

と文化：子ども中高学生・おとな交流会～丸亀駅前

ミモカホールで市・教育委員会、中讃ケーブル TV

などの協力と声援を得て昨年暮れ開催。受付で検

温、消毒、参加者もマスク着用して、日本舞踊や紙

芝居・理科実験など本当に盛況に実施出来たこと

を報告する。 

讃岐・香川出身の日本初リケジョ保井コノ。うどん

県同様に日本国民皆さまに知ってもらいたい。 

 （きっしょう みずえ）   サイエンススタジオ・マリーSSM 主宰 （学術博士）

研究・イノベーション学会 副会長 女性エンジニア活生分科会 主査 

後藤 忠貫 東京出発。高松又は丸亀で宿泊する、4泊 5日ほどの旅行（フリープラン）を計

画して下さい。香川に帰る、旅行するが可能です。 

小西  昭 引き続き、JR貨物で監査役として元気にやっております。 

川東 憲治 

（弁護士） 

はじめまして。県人会が有ることを知り、入会しました。

善通寺で生まれ、高松で幼少期を過ごしました。東京

大学法学部を卒業し、イリノイ大学で修士号を取得。ロ

サンゼルスの法律事務所でも 2 年勤務。帰国後、証券

取引等監視委検査官を経て、現在は上場企業やファンド、金融機関など(外

資系を含む)企業向けの法的アドバイスをしています。宜しくお願いします。  

（かわひがし・けんじ） (第二東京弁護士会、ニューヨーク州弁護士会) 敬和

綜合法律事務所パートナー 

河合 正彭 皆々様の御健勝と会のますますの発展を祈念しております。 
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（か行-３） 

川田 忠宏 県の方々とのおつきあいやコロナ禍により帰省する機会もめっきり減りました。

「ふるさとは、遠きにありて思うもの」です。 

神崎 俊 「時雨るや新型コロナもう 3年」もういいかげんに収束して欲しいです。 

【さ行】 

齋藤  理 コロナの影響でなかなかお会いできませんが、今年

は香川県人の皆さんでお会いしたいものです。3 年

振りの「さぬきうどんを打って食べる会」楽しみにして

います!!     

佐橋 省三 コロナ感染拡大の早期収束を祈る。3年間四国に行けずじまいで残念。 

白川 真理 

（フルート奏者） 

皆さま如何お過ごしですか？ 県人会のリアル開催が叶わず

残念ですが、来年こそは！と祈っております。 

来年 3 月 3 日(金)「オペラ『トスカ』と室内楽の夕べ」(18 時開

演・渋谷伝承ホール・全席自由 4000円)に出演します。トスカ

は高松高校の後輩・富原淑子(ソプラノ・藤原歌劇団正団員)

さんです。 詳細問合せ、お申し込みは私迄。 

どうぞよろしくお願いいたします。  karadatoongaku@gmail.com 

砂川 卓一 3年ぶりに帰省しました。県人会も再会されるよう願っております。 

造田 貞男 香川県（四国エリアでも可）産の果実等今后拡大したいものが

あったら大いに PR して頂きたい。少しでも協力したい。         
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【た行】 

谷村 一成 今年は行政書士として独立。NPO 法人みんなの

進路委員会を設立してキャリア教育の出前授業

(香川の高校にも！)を実施。関東香川県人若手

会を SANUKI BASE と改称して、全国の 35 歳以

下の香川県外在住県人のオンラインコミュニティ

をスタート。マスターズ甲子園香川大会は 2 年目

に。母校チームで出場し初勝利。香川を身近に

感じつつ転機の一年でした。 

土岐 陽子 皆様元気でしょうか？体調は悪くありませんが、悪いニュースが多いですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           写真提供：宗教法人 神谷神社               写真提供：瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局  

2022年 9月                       2022年 瀬戸内国際芸術祭開催 

落雷火災のため屋根損傷                         チェ・ジョンファ（崔正化） 

神谷（かんだに）神社                              「太陽の贈り物」 

                                    Photo：Yasushi Ichikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

     写真提供：（公社）香川県観光協会                  写真提供：（公社）香川県観光協会 

        大窪寺（さぬき市）          引田の街並み（東かがわ市） 
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【は行】 

橋詰 信子 いつ収まるのかコロナ・・・ 

日常が取り戻せるのはいつ？？と思いつつ活動しています。 

私が所属しているＮＰＯでは、コロナが始まってから逆に忙しい部門があり

ます。 

それは「シニアのためスマホ教室」です。 

外出がままならない時代、頼りはスマホでの情報収集、手続き、買い物等。

使えないと言っていられない状態なので、私たちも大忙しです！ 

このことがシニアのＱＯＬを高めることにつながることを願って活動していま

す。 

馬場 智良 祝・風流踊（香川から綾子踊と滝宮念仏踊）ユネスコ無形文化遺産登

録！！ 

藤村 哲央 故郷（観音寺市）を出て早や 44 年。時々あ

の風土の中で暮らしてみたいなと思います。

県人会は私と故郷をつなぐ 1本の糸です。 

古井 純士 令和 4年 3月末日を以て、都立高等学校、早大教育総合科学学術院及び

大学院教職研究科等 50年間の「学校教育」の場を辞する。 

紫雲会東京支部 

北條 勇 

『香川県内今年の１０大ニュースの１位になったように 

我々高松商ＯＢだけではなく多くの県民の皆さんが浅野選手への 

激励と期待をしていることの表れだと思います。 

巨人に入団しても焦らず、体力と技術を身に着けてから 

１軍での活躍を楽しみに応援します。』（浅野翔吾選手へのメッセージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             写真提供：高松市                 写真提供：（公社）香川県観光協会          

2022年 8月                   2023年 7月 7日～9日 

屋島山上交流拠点施設「やしまーる」開業    G7都市大臣会合 香川・高松で開催予定 



8 

 

【ま行】 

前川 清 米寿こえ、卒寿をめざす老夫婦、しかしわれも老いたり 妻も老いたり 

松岡 正治 香川県から多くの有名人が輩出していることはすばらしいが、後輩を支援する

姿勢が他県より弱いと思います。 

丸尾 智彦 コロナ明けの令和 5 年の 105 回総会には思い切ったスターを呼ばれれば。例

えば高松商業から巨人へ 1位指名で入ったホームラン王チームをゲストにして

はどうか。新しい知事から要請されては？ 

三木 浩平 実家は三木町の山間部ですが、首都圏に住み

始めて登山にハマりました。むかしは街に出てい

きたい欲求ばかりでしたが、街に住み始めると自

然が恋しくなるのは不思議ですね。いまでは、帰

省した時も四国の山々に登っています。 

三崎屋 義正 コロナ禍が 3年になり、「第八波」の到来です。安全第一でお過ごし下さい。来

年こそは旧に復して皆々様と集まりたく思っております。佳き年をお迎え下さ

い。 令和 4年 12月吉日 

満崎 正則 東京香川県人会の皆々様お元気でしょうか。ご無沙汰致しております。私共

出身は丸亀市、現在、実家は善通寺にあります。今も母が健在で盆・正月等

帰省しています。やはり郷里は良いものですね。早く県人会の皆様と対面で

お会いできる日を楽しみにしています。 

森川 一弘 毎々お世話になります。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。 

森山 泰文 コロナ禍で事業が進まず余裕資金増になっています。そのまゝにしないで一

層の工夫（事業行事の充実）障害者、福祉施設への寄付等をお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

                     

  

 

 

                三木町獅子舞      写真提供：三木町 
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【や行】 

山村  寛 中央大学理工学部で、水の研究をしています。中学時代の断水の経験がきっ

かけでした。東京のおいしいうどん屋を探索しています。 

山本 賢二 いつもありがとう。今後とも宜しくお願いします。 

山本 道生 全ての会合を開催すべきだと思います。 

上方舞 

吉村ゆきその 

R5.4.23 より 6.15 まで弘法大師 1250 年のご誕生大法要があります。みなさま

お里がえりしてお祝い申上げて下さいませ。DVD 製版出来ていますのでお申

込み下さい。090-3332-1198 

【わ行】 

渡辺  修 コロナ禍で何かと大変な中、幹事会及び県人会事務局の皆様の御労苦に心

から敬意を表する次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                  写真提供：（公社）香川県観光協会                             

2023年 4 月 23日～6月 15日                    

弘法大師御誕生 1250年記念大法会開催予定           
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【ペンネーム・匿名希望の方】 

旧丸亀の 

”うちわや” 

ふるさと香川のことで御一同様お骨折のことと存じます。本当に御苦労さまで

す。丸亀城の石垣の工事は如何なりましたか。心配しています。郷古の同級

生もほとんど天国に行ってしまって、淋しいです。 

善一出身 

歯科衛生士 

高松の歯科衛生士専門学校卒業後苦節何十年、すばらしい先生と出会い、

やっと皆様の役に立つ歯科衛生士になれてきました。ふるさと、回りの皆様の

おかげです。香川県に感謝 すばらしい香川県に乾杯 

三豊人 「ふるさとは、遠きにありて、想うもの」が続いています。2023 年中には、ぜひ帰

りたいと思っています。 

K. A ビジネスマンとして、東京からふるさと香川を見た 23 年。今、香川から第二の

ふるさと東京を見ています。 

匿名希望 コロナが解決して、再び例年の総会が開催されますよう願っています。それま

で頑張って下さい。 

匿名希望 令和 4年度の流行語大賞の「村神様」に因んで四国の 4年度流行語は「浅野

様」です。決して浅野拓磨でないです。 

― 師走の候、皆様多忙ですが、御身体ご無事ですか? 私は

今、夜勤倉庫作業しますですが、3 日前から喉が悪く、検

査。 陰性ですが、濃厚接触者の接触が有り、現在は待機

中です。 しかしながら、私はコロナ感染が 3 年近く無いで

す。 また、コロナとの共存共栄する声も有るですが、香川

県さんは香川県なりのスタンスで 2023 年も乗り越えて下さ

い! あと、今夏の甲子園大会の高松商業野球快進撃は現

地で拝見! 52年ぶりの八強達成! 遅ればせながら、おめで

とうございます! サッカー日本が初の w杯 8強が明後日に

かけますですが、香川四国日本の一員として、草葉の蔭ながら応援します。 

― 年老いて故郷のことをなつかしむようになり県人会はありがたいです。 

― コロナもようやく終息に向かっています。貴会のますますの御発展をご祈念しています。 

― いつも有難うございます。遠く離れていますのでいつも楽しみにしています。 

― 丸高同期の村上朋正と毎日連絡をとって頑張って生きています。 
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写真提供：観音寺市                        写真提供：三豊市 

豊浜ちょうさ祭り              津嶋神社夏季大祭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              写真提供：土庄町                     写真提供：小豆島町           

       肥土山農村歌舞伎        魔法のほうきバイバイ（小豆島オリーブ公園）                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         写真提供：直島町 

八幡神社神輿太鼓 
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写真提供：琴平町 

                 旧金毘羅大芝居（金丸座） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               写真提供：宇多津町                        写真提供：多度津町 

          宇多津秋祭り              桃陵公園の夜桜                   

 

 


