
 

会 長：大林良博 
副会長：岩田正俊・那須 厳 
理 事：太田富雄・奥谷義明・小山 智・十河伯行

青木加津枝・和家和人・蔭久正順 
監 事：井田和昭・三野ハル子  

 

 

 

●委員の仕事 

 【企画調整会議】 

   まちづくりに関する意見を述べたり方針を決め

たりします。 

 【管理運営委員会】 

   大町コミュニティセンターの管理や運営に対す

る意見を述べていただきます。「参加しやすい各

種講座のあり方」や「利用しやすいコミセン」を

目指した意見の取りまとめを行います。 

●応募資格:牟礼地区に居住、通勤、通学する方で、

まちづくりやボランティアに興味をお

持ちの方。 

●会議開催：企画調整会議（年４回） 

      管理運営委員会（年２回程度） 

●そ の 他：報酬はありません。 

（常時募集し、定員はありません。） 
 

上記の委員に興味のある方は、大町コミュニティ

センターで配布する公募用紙に必要事項を記入し、

同センターに提出してください。 

 お問合せ：大町コミュニティセンター 

    ☎087-870-1306（那須、稲崎、片山） 

街と人とをつなぐ、地域情報紙 

発行：むれコミュニティ協議会   
   高松市牟礼町大町１４６３－２ TEL:087-870-1306 FAX：087-870-1307 

平成 22年度むれコミュニティ協議会総会が 5月
15日に開催されました。70名の出席者があり、多
くの議案が審議され、今年度の実施方針が決定され

ております。 
今回の総会では、大町公民館が大町コミュニティ

センターと改名し、むれコミュニティ協議会が管理

運営を主体的に行うことに伴い、コミュニティセン

ター会計が増えたこと、今年 2月 15日に施行され
た高松市自治基本条例を受けて、開かれたコミュニ

ティ協議会を目指すために規約改正すること等が

可決されました。平成 22 年度当初予算額は以下の
通りとなっています。 
・地域まちづくり交付金事業    5,867,900円
・地域コミュニティ構築支援事業   200,500円
・大町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理委託事業   9,353,000円
・大町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ講座関連事業    424,000円
・大町ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ施設運営事業    898,000円
 規約では、各種委員を公募で募り、牟礼に在住す

る方や通勤・通学する方ならば、だれでも「協働の

まちづくり」に直接参画できるよう改正をしまし

た。また、本年度は、役員改選の年にあたり 12 名
の理事が選出されたことを受け、6月 2日の役員会
で互選を行い、正副会長他理事の役職および監査が

決定されましたので、報告致します。役員一同は、

「むれコミュニティ協議会」が透明性、公平性、平

等性を確保しながら、協働のまちづくりを推進でき

るよう努力していくと固い決意を表明しました。 

コミュニティ協議会役員及び監事名簿 

【企画調整会議委員】 
【コミュニティセンター管理運営委員】の募集 



石あかりの向こうでゆれる無口なきみの背中に、

石あかりに照らされたきみの笑顔に、 

この夏、恋をする。 

 

気軽に声をかけられるほど器用ではないけれど、

ここで出会ったこの時間を大切にしたい。 

 

そんな二人を見守るような、 

「出会いの石あかり」を作ってみませんか。 

 

夕暮れのまち、芽生え始めた恋が、 

はずかしそうに空を染める。 

 

たぶん・・・  
この夏は 石あかりの前で 
 きみと出会うためにある 

 
 
 
 
 
 「ちょっと多いかな？」老人会のおばあさんが、

紙コップで少量の水をすくい捨てる。手を垂直にた

てて水の量を計測し「こんなもんやな！」。若いお母

さんが、「ああ、そうやって計るんですか？！」。防

災訓練中にあった炊飯の１コマです。 
 白羽地区(川原、木戸、勝仁)では、高松市東消防署
牟礼分署、高松市消防団牟礼分団第３部の協力を得

て、4 月 25 日に合同防災訓練を「池の広場」（白羽
神社北側埋め立て地）で行いました。 
 避難訓練（各家庭を９時に出発）に始まり、避難

時の事故発生を想定した地区内の見回り、心肺蘇生

とＡＥＤの使用法、担架による搬送、初期消火、薪

による炊き出し、発電機・チェンソーの始動と使用、

土嚢作成及び土嚢積みなどの各訓練を、入れ替わり

立ち代り実施。参加者総数は 200 名を超え、炊飯量
は 1斗 2升 5合。  
また、子どもによる薪拾い、老人会指導の炊飯と

煮物、おむすび作り、訓練終了後の食事会なども行

い、お年寄りと子どもたち、地域の方々の交流も図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
れたと思います。 
 各自治会長、各防災会役員の積極的な賛同を得た

こと、また、消防署との打ち合わせ、炊き出しの準

備、避難所の設営、後片付けにいたるまで、白羽獅

子若連中の協力を得たこと、予想を上回る参加数で

あったことなどから、災害発生に対しての関心度の

高まりを感じました。その一方では、歩行困難な方々

の避難介助

を迅速に実

施できるか

などの課題

が浮かび上

がってきま

した。この

課題を活か

し、いざと

言う時に役

立てたいと

思います。 
 
 
 

白羽地区合同自主防災組織 



初めて宝塚歌劇を観劇したのは、宝塚大劇場で、家族と一

緒に私が小４の時でした。その時、「水夏希さん（現雪組ト

ップスター）のようになりたい！」と思いました。 
もう１つ、昨年、姉が小さい頃から夢だったバレエ団に合

格し、ダンサーとして東京で舞台に立ち頑張っている姉を見

て、私も夢だった宝塚音楽学校を受験してみようと思いまし

た。そして、今回初チャレンジしました。 
入学から約１ヶ月がたち、ようやく学校生活や寮生活にも

少し慣れてきました。音楽学校の授業はとても厳しいです

が、２年後の初舞台を目標に頑張りたいと思います。 
１５年間育った牟礼町での最後の行事は牟礼中学校の卒

業式でした。校長先生が歌った「乾杯」の歌詞のように舞台

で輝けるよう、個性の光る男役の立派なタカラジェンヌにな

りたいです。 
      宝塚音楽学校 第 98期生 予科 政本季美 

 
 
 
 
 
 
 

今年 3月に牟礼中学校を卒業した田井自治会の政本季美さん。25.7倍の狭き門を突破し 
    て宝塚音楽学校にみごと合格しました。4月からは夢の舞台を目指してバレエや日舞、声 
    楽などのレッスンに励んでいます。新生活を送る政本さんに現在の心境をお聞きしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
白羽神社の参道を下った鳥居の前の踏み切り。そ

の西側に、宅地が凹型にきり取られ線路側が出っ張

っています。写真の黒塗りの場所です。何でこんな

形になっているか不思議ですよね。 
この謎を解明するために、昭和１５年発行の木田

郡誌を開いてみました。この本の 1050ページには 

と記されています。  
今の駅名と比べると存在しない駅が 2 つ出てき

ています。それは【屋島グランド前】と【白羽】。

この土地は【白羽】の駅跡だったのです。  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
写真をく見るとちょうど車両 1 両分の長さのよう
です。 
ちなみに、ことでん志度線の前身は明治４４年に開

通した東讃電気軌道。その後、大正５年に四国水力電

気に吸収合併。そして昭和１７年に讃岐電鉄、昭和１

８年に高松琴平電気鉄道となり現在に至っています。

そして、【屋島グランド前】は名前の通り、屋島陸上競

技場横にあったそうです。 

二．四国水力電気屋島遊覧電車 
高松志度間十六粁七、明治四十四年十一月三日の

開通にして、国道二十二号線に沿い、屋島山・八

栗山の麓を通ず。（中略）本郡内には春日川・潟

元・屋島グランド前・屋島登山口・古高松・八栗・

白羽・六万寺・大町・八栗新道・塩屋・房前・原

の停留所あり。 



総務省による地デジ 
相談会・説明会の実施 

 
●地デジを見られるようにするには 

いくらかかるの？ 

●今のアナログテレビをそのまま使って見るには 

どうすればいいの？ 

●アンテナは交換しなければならないの？ 

など、地デジの準備に必要な情報を専門の担当者

が丁寧に説明します。 
 
【地デジ相談会】 
実施日：月○日～○日 まで 
場 所： 
時 間： 

【地デジ説明会】 
日 時：月○日、月○日 
場 所： 
時 間：（40 分程度） 

相談会、説明会についてのお問い合わせは 
総務省 香川県テレビ受信者支援センター 

          ＜デジサポ香川 相談会グループ＞ 
        ☎０８７－８２２－９２１３  

 
ご近所の自然 

夏の早朝、やぶなどにレースを 

広げたような白い花をよく目にし 

ますが日中にはしぼんでしまう命 

の短い花です。秋にはかわいらし 

い瓜が黄色に熟れます。       

キカラスウリ  

 
 

 牟礼地区夏の一大イベント「２０1０おいで 

まい祭り」の時期がやってきました！ 
今年も多彩な催し物がいっぱいです。また、 

祭りのフィナーレを飾る 1200 発の華麗な打 
上花火。是非、会場にお越しになってご覧に 
なってください。 
なお、華麗な花火ショーを演出するための 

花火募金をお願いしています。 

皆さまのご協力をお願いいたします。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●日時 8 月 7 日（土）17：00～21：30  

●場所 川東埋立地（牟礼町大町） 

●駐車場は駐車台数が限られていますので 

乗り合わせてお越しください。 

●連絡先 おいでまい祭り実行委員会    

８４５－２１１１（牟礼支所） 

 

       ごみ袋の取り扱い 
高松市大町コミュニティセンターで 
高松市指定収集袋（ごみ袋）を販売 
しています。ご利用ください 

 

☆２０１０牟礼小校区夏祭り 

・日時：7月 24 日(土) 

・場所：牟礼小学校 

・主催：牟礼小学校区青少年健全育成連絡協議会  
 
☆むれ源平石あかりロード 

・日時：7月 31 日(土)～9 月 20 日まで 

夕暮れ～22：00 まで 

・場所：琴電八栗駅～駒立て岩の旧街道沿い 

・主催：むれ源平石あかりロード実行委員会 

☆田井子供神相撲大会＆ちびっこタオル相撲大会 

・日時：9月 23 日(木) 12：00～ 

・場所：六万寺境内 

・主催：田井子供神相撲保存会・田井自治会 

イベント・行事等（H２２・７月～H２２・９月） 

☆石の民俗資料館イベント 

＊文月展 

・7 月 2 日(金)～7 月 11 日（日） 

＊岡村剛一郎ダンボールアートの世界 

・7月 17 日（土）～8 月 31 日（火） 

＊コンサート～「ハープいやしのひととき」～ 
（ヴァイオリンとフルート） 

・7 月 17 日（土） 

＊みんなの笑顔展 

・7月 21 日（水）～8 月 31 日（火） 

＊香川瀬戸内の美２０１０ 

・9月 4 日（土）～10 月 3 日（日） 

＊祭りだワッショイ 

・9月 4 日（土）～10 月 3 日（日） 

詳細は石の民俗資料館へ 

        ８４５－８４８４ 


