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土佐学協会 NewsLetter 

  No.３２  201４年 7 月 

第 8回土佐学大会と総会を開催しました！！ 
 「第 8回土佐学大会」と「“日土人(ひとびと)”活動 7年目第 1弾～田植え体験と交流会～」の

様子を、土佐学協会理事長・竹村昭彦さん（司牡丹酒造株式会社代表取締役社長）のブログ「口

は幸せのもと！」（http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/）より抜粋してご紹介致します。 

 

●「土佐学協会」主催「第 8回・土佐学大会」ぜよ！ 

5 月 25 日 (日 )は、ワシが理事長を務めゆう「土佐学協会」

(http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/)主催の、「第 8回・土佐学

大会」やったがぜよ。今回の大会は、「高知にこんなスゴイ会社があった

がや！」がテーマながやき。 

 13時の受付開始から、ぼちぼちお客様が集まりだいて、40名ばあの方々

にご参加いただけたがよ。13時半からは開会行事。 

 学生会員の岡崎さんの司会で開会し、まずは成田会長のご挨拶があり、

続いては理事長のワシからのご挨拶と、大会テーマの趣旨説明ながよ。県

民所得は 47位と最下位で、高齢化県で人口自然減県で、あらゆる社会経済

的指標が万年最下位クラスの高知県やき、地元企業も少のうて、就職先もあんまりないがが高知

県やと言われゆうがやき。 

 けんど、考えてみりゃあ、日本で一番最初に株式会社をつくったがは、亀山社中(→海援隊)を

つくった坂本龍馬さんやと言われゆうし、それを引き継いで大三菱グループをつくりあげたがも、

土佐の岩崎弥太郎さんながよ。こうしてみりゃあ、土佐の高知は名だたる企業を輩出してきたと

いえるがよ。 

ところが今の時代、世界中がネットでつながり、企業の所在地はあんまり問題にならん時代が

到来しちゅうがよ。ほいたら、これからドンドン高知県にも、「名だたる企業」が生まれてくる

可能性は大ながやき。否、実は既に「高知にこんなスゴイ会社があったがや！」と言われるよう

な企業が、綺羅星の如く存在しちゅうがよ。 

 今回は、そんな「スゴイ会社」を代表する 3名の経営者をお招きし、お話をうかがえるがやき。

だいたい、こんな内容の趣旨説明をさいてもうたがやき。ほんで、いよいよ 3 名の経営者の皆さ

んの講演ながよ。 

まずトップバッターは、障害者を雇用しもって次々と人気

飲食店をオープンさせゆう、NPO 法人ワークスみらい高知

(http://www.worksmirai.com/)代表の竹村利道さんながやき。 

 竹村さんは、15年間高知県内で福祉関係の公務員を勤めら

れる中で、障害者の方々の時給のあまりの低さ、あまりの職

場環境の悪さに衝撃を受けたっちゅうがよ。障害者の全国平

均の月給は、13586 円やっちゅうがやき！そんな中で、障害

http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/
http://www.worksmirai.com/
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者の方々の就労を支援していくにゃあ、「哀れを売る」がやのうて、一切の言い訳を廃していか

にゃあイカンと気づき、NPO を立ち上げたっちゅうがよ。地元マスコミらあに大々的に取り上げ

られ、船出したがやけんど、1 ヶ月で 200 万円の赤字、車を売り、生命保険を解約し、身内に借

金し、結局 4ヶ月目でいったん事業を整理することになったっちゅうがやき。 

 そんなドン底で気づいたがは、「結局、障害者よりか誰よりか、自分自身が

自立してなかった！」っちゅうことやったがやと。そん時に初めて、自分の理

念やポリシーに筋金が入ったっちゅうがよ。そっからもういっぺんだっけっち

ゅうて父親から借金し、再スタートをきったっちゅうがやき。「土佐茶カフェ」

をつくったあたりから、地元へのこだわりがムクムクと沸き上がってきたっち

ゅうがやき。いま、9 つの店を運営しもって、125 名の障害者を雇うちゅうけ

んど、彼らあやち責任感とプライドを持てりゃあ、しっかり働くっちゅうがよ。 

 「アートゾーン藁工倉庫」で働きゆう障害者のご両親が、「ウチの子が美術館で働けるたぁ思

わんかった！」と、こぢゃんと悦んでいただけたっちゅうがやき。障害者は、目を離さんと、け

んど手は離して、自立できるように応援していかにゃあイカンっちゅうて、竹村さんは力強う締

め括られたがよ。 

 続いては、日本初の有機国際認証を取得したオーガニッ

クコットン使用の布団らあを、世界を相手に販売しゆう株

式会社ハート(http://www.heart-kochi.jp/)の山岡俊文社

長さんの講演ながやき。山岡社長さんは、ご長男さんが子

供の頃喘息気味でアトピーやったっちゅうがよ。ほんで、

ステロイドらあの強い薬を塗ったり飲ませたり、大変やっ

たっちゅうがやき。ほんで、ドンドン薬が強いもんになっていったっちゅうがよ。そんな中で、

自然の海で泳がせたりっちゅう療法に変えていき、薬が減っていき、今じゃあ完治したっちゅう

がやき。 

 そんな経験から、元々父親から引き継いだ布団屋を、ちびっとずつオーガニックに変えていっ

たっちゅうがよ。今じゃあ世界初のオーガニックコットン専用工場を大豊につくるまでになった

っちゅうがやき。いまや、ニトリさんで「有機」と書いちゃある商品は全てがハートさんの商品

やし、かのポール・マッカートニーさんの娘さんの会社、ス

テラ・マッカートニーのオーガニックタオルの原料も、供給

さいてもらいゆうっちゅうがやき。また、かの世界的ブラン

ドのグッチにも、生地を納めゆうっちゅうがよ。  

ほんでトリの 3人目は、東京ディズニーランドや「アナ・

スイ」「アニエス・ベー」らあの世界の一流ブランドとコラ

http://www.heart-kochi.jp/
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ボする菓子会社、株式会社アンファンの森本一社長さんの講演ながよ。 

 アンファンさんは、今でこそ本社は東京に置いちゅうけんど、元々は高知の会社で、いまやち

高知市内の工場でお菓子を製造しゆうっちゅうがやき。ちなみに今は東京ディズニーランドとは

取り引きはないっちゅうがよ。1953年から、高知市で菓子の問屋をしよって、森本社長さんの代

から製造を始めたっちゅうがやき。従業員は 40人ばあおるけんど、最初の頃から今まで、ずっと

商品企画や、営業らあは、ほぼ 1人でやってきたっちゅうがよ。ほんじゃき、自分から営業をか

けることらあのうて、取り引きが始まるがは、ご紹介か、商品を見て向こうから来るかだっけや

っちゅうがやき。 

初期の頃は、森永さんとかサザビーさんとか、東京ディズニーランドさんとかの、OEMがメイ

ンやったけんど、自分の売りたいもんを自分の価格で売りたいっちゅうことで、今は直営店を増

やしゆうっちゅうがやき。菓子屋でありながら、菓子屋で売ってないようなもん、日常にあるも

んやのうて非日常のもん、「え！？」ちゅう驚きのあるもんっちゅうテーマで、モノづくりをし

ていきゆうっちゅうがよ。ほんで、みんなあにアンファンさんのお菓子を配ってくださったがや

き。かのハイジュエリーブランド「ハリーウィルソン」のオリジナルのチョコクッキーらあて、

展示会にでも参加せにゃあ口にできん貴重なシロモノやき、まっこと皆さん

大感激やったがよ。今後も、バッグブランドの「コーチ」、「バーニーズ・

ニューヨーク」、「ロレアル」、「ティファニー」らあとのコラボの仕事が

決まっちゅうっちゅうがやき。 

 まっこと、3人の経営者の皆さんの講演を聞かいてもうて、あらためて「高

知にこんなスゴイ会社があったがや！」と、感動さいてもうたがぜよ。 

 その後は、ちくと休憩をはさんで、3人の経営者の方々のパネルディスカ

ッションながよ。司会進行は、高知県立大学文化学部の武森さんが担当ながやき。 

 ほんでまずは、今も高知に拠点を置く理由は何かっちゅうんと、そのメリ

ットとデメリットは何ですかっちゅう質問があったがよ。竹村さんは、理由

はとにかく高知に生まれたからやっちゅうがやき。結局、デメリットと思え

るようなだらしなさっちゅうか、ユルさが、実は高知のメリットかもしれん

っちゅうがやき。山岡社長さんも、高知に拠点を置く理由は、そりゃやっぱ

し高知に生まれたからやっちゅうがよ。 

 ハートさんは、社長以外はほとんど女子社員らしいがやけんど、高知の女

性はまっことホンマに働き者やっちゅうがやき。また高知の女性は、自由な考え方を持っちゅう

し、自分の考え方をしっかり持っちゅうっちゅうがよ。 

 続いては森本社長さんで、やっぱし同じく、高知に拠点を置く理由は、高知に生まれたからや

っちゅうがよ。 

 次の質問は、デメリットをメリットに変えたことがあるかっちゅうことと、行政に対する要望
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はあるかっちゅうこと。まず森本社長さんは、デメリットをメリットに変えたっちゅうんは思い

つかんけんど、行政に対する要望は、情報がほしいっちゅうことやっちゅうがやき。今の手段と

しちゃあネットしかないけんど、リアルな現在の情報がほしいっちゅうがよ。山岡社長さんは、

高知 JC時代に、「とにかく東京へ行け！」っちゅうて助言してくれた仲間がおって、その言葉に

助けられ、デメリットをメリットに変えることができたっちゅうがやき。竹村さんは、メリット

とデメリットの差は、ほんの数センチやっちゅうがよ。高知にゃあ情報が少ないっちゅうんも、

いっそまっとまっと情報をなくしてしもうたら、例えばミステリートレインみたいな感覚で、そ

りゃあメリットになるかもしれんっちゅうがやき。行政への要望は、一部のうまいこといきそう

な分野だっけに絞り込んでお金を使うべきやないかっちゅうがよ。 

 次に学生からの視点での質問っちゅうことで、どんな人材を求めちゅうかと、学生に希望する

ことは何かあるかっちゅう質問やったがよ。この質問に対し竹村さんは、コピペせんこと、それ

だっけやっちゅうがやき。事実は真実の敵やっちゅうがよ。山岡社長さんからは、トライしろっ

ちゅうことと、自ら求めて動けっちゅうお言葉があったがやき。森本社長さんは、自己主張がで

きる人、自分を大事にする人、信念がある人が欲しいっちゅうことやったがよ。 

 最後に今後の展開についてっちゅう質問があったがやき。竹村さんは、高知じゃあ昔の街並み

を取り戻すような、ちんまいことをやりたいっちゅうんと、あとは障害者福祉の全国モデルにな

るようなもんをつくりたいっちゅうことやったがよ。山岡社長さんは、例えば高知県産の生姜に

ゃあ捨てる部分がたくさんあるけんど、そりゃあ繊維ながやき、何とか布団らあに使えんかとか、

そういうことを考えられゆうっちゅうがやき。森本社長さんは、バービーの 55年記念で、チョコ

レートで立体に近いバービーをつくる予定やっちゅうお話があったがよ。 

 その後、会場からの質問らあもあり、こうして 16時過ぎにゃあ、パネルディスカッションは拍

手喝采の中、無事終了したがやき。その後は、ちくと休憩をはさんで、10分遅れの 16時 20分ば

あから研究会報告ながよ。まずはワシから、ワシが座長を務めゆう「土佐酒学研究会」の報告を

さいてもうたがやき。 

 昨年度の「土佐酒を俯瞰的に捉える活動」の報告をさいてもうたがよ。続いては、「地域文化デ

ジタルアーカイブ研究会」の研究会報告ながやけんど、担当理事の大野さんが欠席やったき、ワ

シから「土佐学年報をご参照ください」っちゅう報告で終わらいてもうたがやき。 

 次は一般研究報告で、高知県立大学教授の清原先生が、「大学教育と地域」っちゅうテーマで報

告されたがよ。 

 学生が実際に地域に入っていって、地域の課題を探し出し、その解決策を探るっちゅう実例が

紹介され、そっから「域学共生(いきがくきょうせい)」っちゅう、こぢゃんと画期的な考え方が

提示されたがやき。地域の課題を投げたら、企画書になって返ってくるっちゅうがやき、まっこ

と素晴らしいことながよ。 
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 続いては、高知県立大学文化学部 3回生の坂本梨花子さんから、「学生はフィー

ルドで何を探すのか」っちゅうテーマで、研究報告がなされたがやき。高知県立

大学文化学部の清原ゼミの学生さんらあが、活輝創生実行委員会をつくり、佐川

町尾川地区でなされた、具体的な活動についての報告があったがよ。 

 今後につながるような様々な提案らあもあり、まっこと素晴らしいことながや

き。 

 こうして一般研究報告も終了し、「第 8回・土佐学大会」の一般の部は、17時前ばあにゃあ無

事終了したがよ。その後は 17時から、会員の皆さんだっけ残っていただき、土佐学協会平成 26

年度総会を開催したがやき。 

 まずは会員の状況について。平成 26年 3月 31日現在の会員数は、個人会員 46名、賛助会員 8

団体、県外在住者の「土佐学応援団」は 2名で、前年と比べりゃあ、ちくと減少してしもうちゅ

うがやき。会員拡大も頑張らにゃあイカンっちゅうことながよ。続いては、平成 25年度事業報告

と収支決算報告と監査報告。その後は平成 26年度事業計画(案)と収支予算(案)。すべて無事ご承

認いただけたがやき。 

 また最後に、監事の佐藤先生が定年退職されるき、監事を引かいていただきたいっちゅうこと

やったき、新監事を 1名選出せにゃあイカンがよ。特に立候補や推薦もなかったき、理事長のワ

シから松田雅子さんを推薦さいてもうて、ご承認をいただいたがやき。また、成田会長さんから、

新理事に永尾哲夫さんの推薦があり、こちらもご承認いただいたがよ。こうして平成 26年度総会

も無事終了。 
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5月 25日の総会にて新理事に就任致しました、永尾哲夫さんと松田雅子さんの新任のご挨拶

です。 

 

●新任のご挨拶 

有限会社ティーエヌ開発 代表取締役 永尾哲夫 

（四国経済産業局 砕石災害防止巡回技術指導員） 

（高知県砕石工業組合 技術顧問） 

  

 この度、土佐学協会会長である成田十次郎先生のご指名により、理事に就任させていただ

きました永尾でございます。私は、出身は福岡県で、妻は愛媛県出身（高知女子大卒）です。

高知大学を卒業した後も、高知が好きで、高知のお酒が好きで、そのまま高知に就職し、現

在に至っています（今年は古希を迎えます。）。大学では地質学を学び、主に鉱山の開発や、

採掘方法を指導する仕事をしてきました。山には、どのような鉱体が、どのように賦存して

いるか、また、それをどのように採掘して行くかなどの指導です。 

最近は石灰の会社がトマトを生産されたり、地質学と食がリンクする場面も見られます。 

若い方々にパワーをいただきながら、このご縁ある土佐を、面白く学んで行こうと思いま

すので、よろしくお願いいたします！ 

 

尚、私は、成田先生とは、先生が学長時代からのお付き合いで、高知の私設秘書みたいな

ものです。 

 

―＊――＊―――――＊―――――＊――＊―――＊― 

 

アトリエよくばり子リス代表 松田雅子 

（映像で綴る人生記録のお手伝い「思い出がかり」主宰） 

（ファームベジコ HP更新担当） 

  

 この度、第 7号の年報の裏表紙で酔いつぶれて介抱してもらう役が助演女優賞として認め

ていただいたのか、監事に就任させていただきました松田です。出身は佐川町で、竹村理事

長とは佐川小学校の同級生、長崎理事とは土佐女子中学・高校時代の同級生ということで、

土佐学協会の会員としていろいろお手伝いをさせていただいておりました。「郷土野菜を楽

しむ会」や「土佐の酢みかん文化を楽しむ会」と、毎回長崎さんと一緒に「れでぃ雅雅」と

して「土佐学年報」に記事を掲載させていただいておりますので、活動内容につきましては

是非！こちらをご覧下さい。 

昨年開催させていただいた「土佐の酢みかん文化を楽しむ会」もお陰様で好評で、今年は

秋に 3会場での開催が決まっております。映像やパンフレットなど、ますます土佐の食文化

を盛り立てていきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。 
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●「日土人」活動 7年目第 1弾！田植え体験と交流会ぜよ！ 

6 月 8 日(日)は、日本名門酒会(http://www.meimonshu.jp/)と土佐学協会のコラボレーション

企画、7 年目の第 1 弾で、純米酒「日土人(ひとびと)」になる永田農法「山田錦」の田植え体験

と交流会が、四万十町にて開催されたがぜよ。 

 このイベントは、日本名門酒会としちゃあ、四国地区加盟店のオリジナル活動 7

年目の第 1弾で、土佐学協会にとっちゃあ、「土佐酒を俯瞰的に捉える活動」7年

目の第 1弾ながよ。そんな今回は、日本名門酒会加盟店の皆さんらあがこぢゃんと

PR してくださり、四国各地からバスをチャーターしてたくさんの方々と共に参加

してくださることになって、ナント参加者は過去最高の 280名ながよ！ 

 さて、JR組が 9時半に JR窪川駅に集合し、司牡丹の車に分乗して田植えの現場

に移動。松山、高松、高知からのバスも次々と到着。今年は遂に徳島からの参加者

もあり、念願の四国四県揃い踏みながやき。 

 さすがに 280名全員が田んぼに入るわけにもイカンき、ちくと常連の皆さんはご

見学となってしもうたけんど、150名ばあの老若男女が一斉に泥の中に入っての田

植えは、なかなか感動的ですらあったがよ。ほんで田植えスタートからわずか 40

分の 11 時にゃあ、約 2 反の田んぼに永田農法「山田錦」の苗が、見事に植えられ

たがよ。 

 農家の皆さんの奥様方手作りのお握りや、鮮度抜群の野菜サラダコーナー、佐々木さんくの絶

品「コロンブスの茶まご」を使う「茶まごかけご飯」コーナー、

四万十ポークをふんだんに使うた焼きそばコーナー、肉汁滴る

四万十牛の丸焼きコーナー、クラインガルテンの皆さん自作の

2台の石窯で焼くピザコーナー、さらにビールやジュースや飲

み物らあの準備もバッチリやったがよ。もちろん司牡丹から、

昨年度参加の皆さんの名前がラベルに記載された「日土人」(純

米酒)や、「司牡丹・永田農法・純米吟醸酒」(純米吟醸酒)、「かまわぬ」(山廃仕込純米酒)、「山

柚子搾り・ゆずの酒」(リキュール)らあが用意されちょって、皆さんに配られたがやき。 

 ほんで、予定よりちくと早めの 12時前にゃあ、ワシからちくとご挨拶さいていただき、続いて

は日本名門酒愛媛支部・松山酒販のジャイアン戸田こと戸田社長のご発声で「日土

人」で乾杯し、大交流会がスタートしたがよ！老若男女 300名を超える皆さんの「か

んぱーい！」っちゅう声が響き渡り、曇り気味の空も次第に晴れ間が増えてきたが

やき。 

メタセコイアの木の下の広場での大バーベキュー大会もスタートし、あちこちに

大勢の笑顔と笑い声があふれまくりで、こぢゃんと盛り上がったがやき。ちくと皆

さんのお腹も落ち着いてきた 12 時半ばあに、あらためて日本名門酒会本部の岩本

さんに、ご挨拶いただいたがよ。 

http://www.meimonshu.jp/
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 また、日本名門酒会高知支部・旭食品の小原さんも、ちくとご紹介さいてもうたがやき。さら

に、今回わざわざ神戸から初参加してくださった、NHK「今日の料理」らあでお馴染みの料理家、

平山由香(http://www.cuillere-hitosaji.com/)さんにも、ちくとご挨拶いただいたがよ。平山さ

んは高知の食材にハマりまくりで、度々来高もされゆうらしいがやき。 

 また、当イベントのオリジナルソングともいえる「メタセコイアの風」を唄われゆうユニット、

「ゆきちゃん、けんちゃん。」のけんちゃんにも、ちくとご挨拶いただいたがよ。 

 続いて 13時ばあからは、県別サッカーPK大会。 

 愛媛県チーム、香川県チーム、高知県チーム、徳島県＋窪川農家チームの 4

チームが、PK対決で競い合うがやき。 

 続いて 13時半ばあからは、毎年恒例のチーム対抗丸太斬り大会！愛媛県チー

ム、香川県チーム、高知県チーム、徳島＋窪川農家チームが、丸太斬りのスピ

ードを競う団体戦ながやき。疲れたら何人でも交代してかまんっちゅうルール

で、一番速う丸太を 8 枚斬ったら優勝っちゅうことで、優勝チームにゃあトロ

フィーが贈呈されるとあって、皆さん気合いを入れて丸太と格闘しはじめたが

よ。応援合戦も周囲に黒山の人だかりができるばあ集まって大盛り上がりで、

まっこと沸きに沸いたがやき。優勝チームにゃあ、トロフィーの授与ながよ。 

 最初の頃にゃあ小雨がパラつく曇り空やったがが、この頃にゃあ日焼けするばあのえいお天気

になっちょったがやき。 

 さて、いよいよ締め括りの催しは、餅ばーし(餅投げ)ながやき。窪川の農家

の皆さんやクラインガルテンの皆さんが手作りで、何と 2000 個以上も作って

くださったっちゅうがよ！日本名門酒会本部の岩本さんや松山酒販の戸田社

長さん、旭食品の小原さんやワシも、メタセコイアの木の前でフォークリフト

の台に乗って高うに持ち上げられ、そっからお菓子やお餅をばーすがやき。み

んなあ童心に帰って、飛んで来た餅を本気で奪い合うて、大盛り上がりに盛り

上がったがよ。餅ばーしも終了し、まっこと何から何までこぢゃんとお世話に

なった、四万十町窪川の農家の皆さん、奥様方、クラインガルテンの皆さんに、

ちくと集合していただき、ご参加者全員から大感謝の拍手喝采が贈られたがよ。

まっこと、まっこと、ありがとうございましたぜよ！ 

 最後に、今回がメタセコイアの木のラストやき、みんなあでこの木の下に集うた記念写真を撮

ろうっちゅうことになったがやき。実は、毎年ワシらあがバーベキュー会場にしゆうこの広場は、

高知県の肝いりのオランダ式ハウスの建設予定地になっちゅうもんやき、今年の 8月ばあにゃあ、

このメタセコイアの木も伐採されてしまう運命ながよ。ちゅうことは、今回の

田植えイベントが、この 2本のメタセコイアの木を眺められるラストチャンス、

つまりお別れパーティやっちゅうことながやき。この件についちゃあ、今回の

ご案内状にも書いちゃあったき、ほんで 300 人を超える人々が、メタセコイア

とのお別れに集まったがかもしれんのう。 

 メタセコイアの木の下に集まった 300 人を超える人々っちゅう記念写真の構

図は、まっことまっこと壮観やったがよ。 

 上空から、2本のメタセコイアの木に、優しゅう微笑みかけられたような気が

したがぜよ。 

 

 

 

 

http://www.cuillere-hitosaji.com/
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＜地域文化デジタルアーカイブ研究会＞ 

(座長・大野加恵) 

 
地域文化デジタルアーカイブ倶楽部と共催の定例会を６月２７日に行いました。この定例会に

は地域住民によるデジタルアーカイブの調査を全国で行っていらっしゃる東京都市大学の中村雅

子教授が地域文化デジタルアーカイブ倶楽部メンバーへのヒヤリング調査もかねて参加されまし

た。定例会最初の１時間は中村教授からデジタルアーカイブ活動に取り組む各地の住民グループ

の紹介等のご講演を頂き、後半の１時間は中村教授からのヒヤリングをメンバーが受けるという

形で行いました。久しぶりに外部講師による勉強会も開催でき、ご協力を頂いた中村教授にはお

礼申し上げます。 

定例会に先立ち、私からは地域文化デジタルアーカイブ研究会を立ち上げた経緯とその後の活

動、倶楽部立ちあげに至る経緯、その後の活動等について大まかにご説明をさせて頂きました。 

 

昨年の地域文化デジタルアーカイブ倶楽部の記録発表展が契機となり、１９８４年に大川村白

滝鉱山跡等を記録した「過去からのメッセージ～大川村白滝鉱山跡から～」（川西輝道氏撮影）が

広がりをみせています。５月は大川村で、６月５日～７月２７日は県立甫喜ヶ峰森林公園展示室

で展示されています。古い記録写真が人々の故郷への思いを呼び起こすのを感じ、記録の大切さ

を実感します。 

 

写真は語る－１０ 

 

テーマ：変わってしまった… 

研究会報告では、約３０年前の大川村の写真が広がりをみせている事を書きましたが、わずか

数年の間に大きく変わってしまった風景と、今年から変わってしまった事柄について書いてみよ

うと思います。 

 

南国市十市の石土池のハス 

右の写真は１９９６年８月に撮影

した南国市十市パークタウンにある

石土池のハスです。当時は池を覆い

つくす様にハスが咲き、それは見事

でまるで極楽浄土（？）のようでし

た。その後、台風でハスは全滅し、
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今では見る事ができない風景となってしまいました。地元の方がハスの復活を願って活動をされ

ていますが、なかなか困難を伴っている様です。もう一度、石土池に美しいハスが咲き乱れる景

色を見たいと願っています。 

 

久枝・前浜のエンコウ祭り 

昨年の「写真は語る６」で、南国市久枝・前浜で行われる「エンコウ祭り」を紹介しました。

今年も６月第一土曜日（７日）に行ったのですが少し残念なことがありました。というのも、少

子化の影響で、今年から３つの組（前浜東組と浜窪組と下島組）が一緒になったからです。前浜

東組のさんのう橋と下島組の下島橋のたもとにはエンコウ棚はなく、浜窪組の後川放水路水門近

くの橋の近くに作られていました。 

各組のエンコウ棚には特色があり、棚の作り方や形、飾りの仕方が受け継がれていっているの

ですが、今年の浜窪組の場所にあったエンコウ棚は、以前、下島組が使っていた棚の木枠が使わ

れ、棚の作り方や飾りの仕方も下島組のものが受け継がれていました。３組が一緒になっての新

しい組としてのエンコウ棚。新しい形のスタートなのか、来年は前浜東組か旧浜窪組のエンコウ

棚の形式になるのか…。来年、再来年と継続的に見ていきたい事柄です。 

（写真撮影：全て大野加恵） 

           以上 

 

  

浜窪組のエンコウ棚（2010 年撮影） 浜窪組のエンコウ棚（2014 年撮影） 

前浜東組のエンコウ棚（2010 年撮影） 下島組のエンコウ棚（2010 年撮影） 
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理事会報告 

第 73 回理事会 

[１]日時 平成 26年 6月 26日（木）17時 30分～19時 30分 

[２]場所 高知県立大学地域教育研究センター会議室 

[３]出席者 竹村昭彦（理事長）、永尾哲夫（理事）、松田雅子（理事）、長崎雅代（理事）、大野

加恵(理事)清原泰治（理事）、岡崎史花（事務局インターンシップ学生・記録係） 

[４]議題 

１．5月開催の「土佐学大会」について事後報告 

  事業者 3名の講演とパネルディスカッションは、参加者にとって、高知の新たな魅力の

再発見に繋がった。また、学生の参加も目立つ大会であった。 

2． 土佐酒学研究会について 

  毎日新聞や高知新聞にも取り上げられた様に、県内外から約 280名の参加があり、大盛

況のうちに第 1弾が無事終了した。 

3．土佐の酢みかん文化について 

  土佐学協会主催「土佐の酢みかん文化を楽しむ会」を 10月 12日（日）12：00～14：00

＜昼の部＞、１１月１３日（木）18：30～会場・19：00～開宴＜夜の部＞、シネマ食堂を

10月 31日（金）に開催予定。 

4． 次号ニュースレターについて 

  7月１０日原稿締め切りで、７月１９日までに発送予定。 

5．今後の理事会について 

  次回は 7月 22日、9月 18日（17時 30分～）に開催を予定している。 

 

 

 

理事会の日程 
[日時]：7月 22日(火) 12時 30分～14時 30分  

[場所]：高知県立大学永国寺キャンパス地域教育研究センター会議室  

 

＜土佐学協会事務局＞ 

 〒780－8515 高知市永国寺町 5－15 高知県立大学体育学研究室内 

電話＆FAX：088-873-2895 ※不在時は留守録をお使いください。事務局から折り返しお電話い

たします。 

E-mail：tosagaku@el.u-kochi.ac.jp 

mailto:tosagaku@el.u-kochi.ac.jp

