
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 庵治石映画製作協力委員会

牟礼町、庵治町の皆様のご協力を得て、いよいよ

「庵治石の味」が完成します！と言っても、この文

章を書いている時は猛暑というより酷暑の真っただ

中で撮影をしているのですけれど。 
撮影が終了すると編集という作業を経て、いよい

よ映画が完成します。完成後は 11月 13日～23日に
eとぴあかがわ(サンポート)で開催される「さぬき映
画祭」において昨年度に選ばれた４本の脚本により

制作された映画が試写会にて上映され、審査委員の

選定によりグランプリが決定されることになります。 
もちろん、「目指すはグランプリ！」なのですが、

この映画はさらにさまざまな国際映画祭に出展する

予定なので、そちらでの健闘もご期待下さい。 
映画は撮影して編集すれば終わり、ということで

はありません。より多くの方々に観てもらうことで

その作品の価値が高まっていきます。そうです、「庵

治石の味」のテーマのひとつである「育む」という

作業が残っているわけですね。皆様おひとりおひと

りの愛情でのみ育むことができるのだと思います。 
直接、間接を問わず映画製作にご協力いただきま

して本当にありがとうございました。ご迷惑やご不

便をお掛けしましたことをお詫びしますとともに今

後ともこの作品を見守っていただけるようお願い申

し上げます。 
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兄弟、親子、師弟。 
庵治石のように時代に流されず、育まれていく絆

と愛。石工・職人の魂を表現した映画。 
それが「庵治石の味」です。 

石あかりロードでのロケ風景 

源次郎のアトリエ（オープンセット）

HP：http://ajimovie.com 



感知方式：煙式 
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私たち「八栗白鳥太鼓」は、昭和６０年２月に発

足して２６年目を迎える唄に合わせて太鼓を打つ

“曲打ち(きょくうち)の太鼓”です。現在、締め太鼓

１０台・中太鼓６台・大太鼓１台を所有し、会員１

０名で牟礼南公民館にて毎週木曜日の午後７時半

から９時まで和気あいあいと練習しております。 
 活動のひとつに今年の「白羽神社の夏祭り」があ

りました。午後６時から午後９時のステージ奉納で

は太鼓を３曲奉納させて頂きました。一曲目は「別

打ち(ちがいうち)」です。「別打ち」とは、いろんな太

鼓を並べて順番に打つことで、同じ太鼓でも音が違

う事を聞いてもらう技法です。２曲目はご存知「う

どん音頭」です。うどんをこねる楽しさや美味しさ

が満載です。３曲目の｢四国たぬきばやし｣は、屋島

の山に四国のたぬきたちが集まってコミカルに踊

る様子を表現しています。 
 民謡、演歌、歌謡曲なんでも太鼓になります。“曲

打ち”ってどんなリズムにも合わせて太鼓を打つこ

とが出来るってことです。 
興味のある方は、是非！是非！いつでも練習を見

に来て下さいませ。 
連絡先は、０９０－３８７５－８９００ 漆原 

隆まで、よろしくお願いします。一緒に太鼓を楽し

く打ちましょう。お待ちしています。 

 
 
 
 

住宅用火災報知器の設置は平成２３年６月までに～ 
 
牟礼地区自主防災組織連合会 

  
  

 

 

 

 

 住宅用火災報知

器の設置が消防法

の改正で義務化さ

れ、既存住宅の設置

猶予期間は残りわ

ずかとなりました。 

 我が国の住宅火災における死者数は、平成 15 年以

降連続して 1,000人を越える高い水準で推移していま

す。このうち、65 歳以上の高齢者が占める割合は約 6

割となっており、今後の高齢化の進展とともにさらに

増加することが懸念される状況にあります。 

 このため、平成 16 年の消防法改正により、すべて

の住宅を対象として住宅用火災報知器の設置および

維持の義務付けは、本年 4月 1日時点で全国の 5割 

の地域において既に適用され、平成 23 年 6 月までに 

はすべての地域で適用されることとなります。 

住宅用火災報知器の早期普及は、住宅防火対策の主

体であり、市民の安全・安心を確保する上で極めて重

要な課題と言え、平成 21 年を境に住宅火災による死

者数は減少傾向にあります。そこで、住宅防火対策の

重要性から、住宅用火災報知器の普及と住宅防火への

意識啓発を図り、高松市における住宅用火災報知器の

100%設置を目的とし、65 歳以上の一人暮らし世帯を対

象に、住宅用火災報知器の給付事業を開始することと

なりましたのでお知らせいたします。 

 また、牟礼地区の対象の方の住宅に、住宅用火災報

知器設置推進員が伺いますので、この旨ご周知くださ

るようよろしくお願いいたします。 
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８月２８日（土）～２９日（日）に、牟礼町の

友好町、長野県飯綱町（旧牟礼村）の野球少年団

「牟礼トランザム」の児童２３人と保護者１７人

計４０人が来高しました。 
 今回の事業は、合併市町村住民組織活性化支援

による国の補助を「むれコミュ二ティ協議会」が

受け実現しました。 
一行は２８日（土）早朝、夜行バスにて高松に

到着。午前は、サンポート周辺の見学、セルフう

どん店での朝うどん。続いて津田の松原での地引

網体験。『海と大漁に大感激！』午後からは、牟礼

南小グラウンドで、牟礼町の３小学校６年生混成

野球チームとの交流試合。疲れと暑さを感じさせ

ない奮戦でした。そして、夜は石あかりロードの

散策。超ハードスケジュールで香川を満喫。『また、

来たい～！！』と叫びながら帰っていきました。 

来年１月には、牟礼町の６年生の有志が飯綱町

へスキー体験旅行に出かけます。その時には、更

に深い交流を進めてくれることでしょう。 

 
 
 
 
 
「モラ」と言う珍しい民俗手工芸を独学で制作し、

今秋４回目の作品展を高松市美術館で開催される、丹

僧自治会の村石眞智子さんに「モラ」との出会いや魅

力についてお聞きしました。 
「モラ」とは、南

北アメリカ大陸の

境界にあるパナマ

の沖合に連なるサ

ングブラス諸島に

住むクナ族の女性

が着る民俗衣装の

胸飾りのことです。 
村石さんの「モラ」との出会いは、３０年前中南米

を旅行した友人から送られた数枚の布絵と巾着袋だ

ったそうです。鮮やかな色彩と生命感あふれる素朴な

デザイン、図案のユニークさと面白さに魅せられ独学

で手法を学び、手探りでモラ作りに挑戦してきました。 
「モラ」は、幾重にも重ねた色布に図案を描き、切

り抜き、糸でかがり刺繍を施し１枚の布絵として完成

させます。制作は小物で半月～１ヶ月。大作となると

１年近い月日を要するとか・・。 
動物、魚、花、自然、あら

ゆる物を大胆にデフォルメし、

現地「モラ」の復刻、オリジ

ナルモラとして額絵、タペス

トリー、バック、小物などの

作品を創っています。 
限りある生命の終章を考え

ることの多い今日この頃、一

日一日を大切に見果てぬ夢に

向けて少しずつ努力して行きたいと思っていますと

の事でした。 
作品展は１１月 

２３日～２８日です。

赤、青、黄、緑など

原色を使った鮮やか

な色彩と素朴なデザ

インの美しい作品を

一度ご覧ください。 



消防団にあなたの力を 

消 防 団 員 募 集 

牟礼地区 文化祭 
例年、牟礼公民館で盛大に行われている牟礼地区

文化祭。今年度は公民館耐震補強工事のため、会場

が変更となります。会場は変わっても内容はご心配

なく！日ごろの生涯学習の発表はもちろんのこと、

誰でも気軽に、体験コーナーやバザーなど二日間を

通して十分楽しめる内容となっています。 

ご家族、ご友人お誘い合わせて，ぜひお越しくだ

さい。皆様のご来場をお待ちしています。 

●期 日 平成 22 年 11 月 6 日（土）・7日（日） 

●会 場 大町コミュニティセンター 

（作品展示・バザー） 

     牟礼小学校体育館 

（カラオケ・ステージ発表） 

牟礼小学校運動場 

（バザー・イベント） 

●主 催 牟礼地区文化祭実行委員会  

      牟礼公民館 845-4111 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

☆赤い羽根共同募金活動 

・日時：10 月 1 日～12 月 31 日 

☆秋季例祭 

・日時：10 月 10 日（日） 

・場所：白羽神社・幡羅八幡神社 

☆ふるさとまつり 

・日時：11 月 21 日（日）  

※20 日（土）前夜祭（牟礼北のみ）

・場所：牟礼北・牟礼南小学校 

・主催：各校区青少年健全育成連絡協議会 

イベント・行事等（H２２・10 月～H２3・1 月） 

☆栗山２０４年祭 

・日時：12 月 1 日（水）9：00～15：00 

・場所：栗山記念館 

・主催：（財）栗山顕彰会 

☆こ～りゃんせ２０１０ 

・日時：12 月 19 日（日）9：00～15：00 

＊イルミネーション 

12月12日(日)～22日(水） 17：00～21：00 

・場所：石匠の里公園 

・主催：むれ百年会・青年会・商工会青年部 

☆牟礼地区成人式 

・日時：1月 3 日（日）11：00～ 

・場所：大町コミュニティセンター 

・主催：牟礼地区成人式実行委員会 

      牟礼公民館  845-4111   

[募集の条件] 

牟礼町に居住の方で、年齢が 18 歳以上

50 歳未満の方、大学生も歓迎します。

自分たちの町は、自分たちで守る 

●問合せ先 

高松市役所牟礼支所 消防担当  845-2111 

高松市消防団牟礼分団 

消防団員は非常勤の特別職地方公務員です。 

消防活動・業務に興味がある方、地域活動・仲間を

作りたい方、参加者を募集しています 

元気になろう DAY！in むれ２０１０ 
昨年まで開催してきました「むれスポーツフェスタ」が、

内容を一新した楽しい参加体験型のイベントとしてスター

トします。健康チェックコーナーや体力測定コーナー、の

んびりウォーク、ニュースポーツ体験コーナーなど、「い

つでも だれでも どこでも」参加できる、楽しい内容のイ

ベントになりました。  楽しく身体を動かして、さわやかな

秋をたのしみませんか！！ 

●日 時  １０月２４日（日） ９：００～１５：００ 

●会 場  牟礼総合体育館・野球場など 

●主 催  むれスポーツクラブ・むれｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 

●連絡先 むれスポーツクラブ事務局  887-5081 

栗山祭記念講演会 
今年の栗山祭講師は斯文会（しぶんかい）理事長 石

川忠久先生をお招きしています。石川先生は栗山先生

が学頭を務めた「昌平坂学問所」の志を受け継ぐ斯文

会の理事長であり、ＮＨＫの漢詩シリーズでは解説者

として出演しています。（入場無料） 

●日 時  １２月１日（水） １０：００～１１：００ 

●会 場  柴野栗山記念館   845-5996 

●主 催  （財）栗山顕彰会  

五剣山中腹の車道脇に、ゴル

フ球大で、イチジクまがいの実

をつけた木が多く見られます。

有毒で食不適です。この種から

採れる油は油紙、番傘の防水等

に使われます。 

木の名前は「シナアブラギ

リ」です。 

ご近所の自然


