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土佐学協会 NewsLetter 

  No.35  2015年 4月 

平成 27 年 5 月 23 日（土）「土佐学大会」開催！！ 

テーマ：「土佐の幻の在来野菜復活へ」～潮江菜を中心として～ 

 

 平成 27 年度の土佐学大会の日程が決定いたしました。詳細は下記の通りです。 

今回は、「土佐の幻の在来野菜復活へ」（～潮江菜を中心として～）をテーマに、潮江地区の農

家である熊澤秀治さん（潮江旬菜・代表）をお迎えし、当会理事の長崎雅代さん（ファーム・ベ

ジコ）との対談形式にて実施いたします。牧野富太郎博士の指示で採取・保存されていた幻の在

来野菜の種類は、70 種を超えるそう。そして今や幻となっている潮江菜もそのひとつで、最近高

知新聞にも記事が掲載され、大変な話題となっています。故・宮尾登美子さんも、食することを

熱望され、亡くなられてから、ひつぎにまで入れられたという幻の潮江菜。そんな潮江菜を中心

として、土佐の幻の在来野菜復活に尽力されている熊澤さんに、食味値日本一の胡瓜農家・長崎

さんが肉薄します！土佐の幻の在来野菜 70 種以上の資料も本邦初公開予定！ 

さらに、当会理事の大野加惠さんが、「潮江地区の移り変わり」について語ります。 

過去を知り、現在を見つめ、未来に夢を描けるような、そんな大会となることでしょう！ 

 

●「土佐学大会」スケジュール 
日時：2015年 5月 23日 土曜日 

場所：高知県立大学 永国寺キャンパス  

主催:土佐学協会 

共催：高知県立大学（予定） 

参加費：無料(会員以外の方でもどなたでも参加可能) 

   但し、懇親会ご参加者のみ、事前申込みと懇親会費（5000円程度を予定）が必要です。 

 

スケジュール： 

 12:30～13:00 受付 

 13:00～13:05 開会・挨拶 

 

＜対談及び講演＞ 

 13:05～14:35 対談 熊澤秀治さん×長崎雅代（ファーム・ベジコ）さん 

        テーマ：「土佐の幻の在来野菜復活へ ～潮江菜を中心として～ 」 

 

 14:05～14:35 講演 大野加惠さん  テーマ：「潮江地区の移り変わり」 

           ※受付にて「昭和南海大地震の記録日記（仮題）」も用意・販売予定 

        

 14:35～14:50 質疑応答 

  

＜休憩＞ 14:50～15:00 
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＜研究会報告＞ 

15:00～15:10 土佐酒学研究会  

15:10～15:25 地域文化デジタルアーカイブ研究会 

15:25～15:40  土佐の酢みかん文化研究会 

 

＜一般研究報告＞ 

15:40～16:10  

 

＜休憩＞ 16:15～16:30 

 

＜総会＞ 

16:30～17:00 総会（※土佐学協会会員のみ） 

 

＜懇親会＞ 

17:30～    

 

※注意事項：講師の方以外は駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用くださ

い。 

 

＜懇親会事前申込み> 

〒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 E-mail：tosagaku@el.u-kochi.ac.jp 

 

●「郷土野菜を楽しむ会」第 4回ぜよ！                        

 1月 28日(水)の晩は 18時半から、「郷土野菜を楽しむ会」第 3回が、「草

や」(高知市鷹匠町 2-1-41 TEL:088-855-3436)さんにて開催されたがやき。 

 この会は、3年前から毎年 1月に開催されよって、前回の第 3回までは「野

菜ソムリエコミュニティこうち」さんが主催で、ワシが理事長を務めさいてい

ただきゆう「土佐学協会」が共催にて開催されよったがやけんど、今回は「土

佐学協会」主催にての開催ながよ。 

 第 1回は「草や」さんで、第 2回は「土佐料理司」さんで、第 3回は「ビュ

ッフェレストラン エズ」さんにて開催やったがやき。 

 ほんで今回は、初の「土佐学協会」の主催で、準備期間もあんまりなかった

き、30名ばあのちんまい会にしょうと思うちょったがやけんど、結局 49名で

2部屋に分かれての満席状態の開催となったがよ。 

 今回のメインの郷土野菜、「弘岡カブ」「田村カブ」「大平カブ」「入河内

大根」「銀不老」らあが、ズラリと展示され、「入河内大根グッズ」らあの即

売コーナーも準備され、お客様も次々と入場されたがやき。 

 ちなみに入河内大根は「入河内大根のこそう会」の有澤会長さんに、入河内

大根の資料は安芸市役所の小松さんに、田村カブは野菜ソムリエコミュニティ

高知の押岡さん(田村蕪式会社プロジェクト)に、大平カブは越知町役場の遠近さんに、ご寄贈い

ただいたがよ。 

 さらに、岡崎農園さんからはトマトを、土佐清水市役所の早川さんからはダイダイをご寄贈い

ただき、いろんな野菜やハーブはファームベジコの長崎さんから、お酒はもちろん司牡丹から、

mailto:tosagaku@el.u-kochi.ac.jp
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ご寄贈いただいたがやき。予定開始時間をちくと過ぎた 18時 40分ばあに、野菜ソムリエ兼農家

のファームベジコの長崎さんの司会でスタート。 

 まずは開会のご挨拶を、「土佐学協会」理事長として、ワシがさいてもうたがよ。 

 ほんで潮江の農家・熊澤秀治さんと高知工科大学の竹田順一先生にゲストとしてお越しいただ

き、水菜の原種とも言われゆう郷土野菜「潮江菜」について、熊澤さんにミニ講演をお願いした

がやき。昨年末の 12月 26日の高知新聞夕刊で詳しゅう紹介されちょったけんど、かの牧野富太

郎博士が採取を指示されたっちゅう、幻の郷土野菜「潮江菜」らあについて、新聞にゃあ書けん

かったようなネタらあをお話くださったがよ。把握できるだけで、高知県の伝承野菜は、何と 60

種類以上あるっちゅうがよ！もしそれらあが復活できりゃあ、高知県にとってどれっぱあスゴイ

ことになることやろうか！                                     

その後は質問タイム。 

 早速、松崎淳子先生(土佐学協会副会長・土佐伝統食研究会代表・高知県立大学名誉教授)や「草

や」の師匠・横山礼子さんらあから、いろんな質問っちゅうか感想らあが出されたがやき。こう

して、熊澤さんのミニ講演は終了し、再び 2部屋に分かれて、お食事タイムながよ。 

 松崎先生に音頭をとっていただき、みんなあで乾杯したがやき。ちなみに司牡丹からは、土佐

学協会の活動の一貫で誕生した「日土人(ひとびと)」(永田農法・純米酒)と、「司牡丹・山柚子

搾り・ゆずの酒」(リキュール)と「司牡丹・仕込水」らあを協賛さいてもうちょって、皆さんガ

ンガン飲まれよったがよ。 

○前菜(弘岡カブの酢カブ・セロリキンピラ・赤軸ホウレン草お浸

し)                            

○バーニャカウダサラダ byファームベジコ                

○ハマチにんにくヌタ                        

○うるめカルパッチョ 田村カブのドレッシング                   

○入河内大根の雪見みぞれ鍋                               

○水田農園ゴボウの天婦羅 

○大平カブの炒め煮 赤うしホホ肉トマトソース                                  
このあたりでシネマトグラフ会場にて、松田雅子監督率いる「思い出がかり」の皆さん制作に

よる、高岡郡越知町桐見川地区で収穫されゆう大平カブの映像上映があったがよ。 

○田村カブ塩漬入り雑炊                                

○銀不老ぜんざい                                                  
こうして、いろんな分野のキーマンが集うた宴席は、アチコチでこぢゃんと会話の花が咲きま

くったようで、大盛り上がりのうちに 3時間以上が経過し、22時前にゃあ無事お開きとなったが

よ。いろいろご寄贈やらご協力やらいただきました皆さん、美味しいお料理を作っていただきま

した「草や」の皆さん、そしてご参加いただきました皆さん、まっことありがとうございました

ぜよ！ 
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●「土佐酒学研究会」活動報告            土佐酒学研究会・座長 竹村昭彦 

 

 「土佐酒学研究会」では平成 26 年度の活動といたしまして、これまで同様「土佐酒を俯瞰的に

捉える活動＜7 年目＞」を実施してまいりました。この当研究会活動は、前年同様に香川・愛媛

からバスチャーターで参加する方々が加わり、お陰様で大好評でした。 

 

第 1 弾の昨年 6 月 8 日（日）「田植え体験＆交流会」は 280 名、第 2 弾の昨年 10 月 5 日（日）

「稲刈り体験＆交流会」は 160 名と、いずれも過去最高を更新しました。そして平成 27 年に入

り、2 月 15 日（日）の第 3 弾「仕込み体験＆交流会」は 60 名、3 月 8 日（日）の第 4 弾「酒搾

り見学」は 4 名、3 月 28 日（土）昼間の第 5 弾「製品化体験」は 4 名、同日 18 時半からの第 6

弾「楽しむ会」は 29 名と、後半の活動でも例年並みのご参加をいただくことができました。トー

タルのご参加者は、のべで 537 名となり、実質ご参加者は 386 名という結果で、昨年度を 104 名

も上回り過去最高を更新することができました。ご参加いただきました皆様には、心から感謝申

し上げます。 

 

ちなみに 7 年目の永田農法・純米酒「日土人（ひとびと）」の新酒（生酒）は、4 月中旬頃より

四国四県の、当活動にご参加いただきました酒販店様にて発売開始となりますが、一点だけ、お

詫びのご報告がございます。活動にご参加いただきました 386 名の「人々」のお名前ですが、さ

すがに前年を 100 名以上も上回りますと、もはや表ラベルには掲載が不可能となってしまいまし

た。そのため、本年度の商品より皆様のお名前は、裏ラベルにての掲載となっておりますので、

何とぞ意をお汲みいただき、ご容赦いただけますようお願い申し上げます。 

 

 そして、本年平成 27 年度も、「土佐酒を俯瞰的に捉える活動＜8 年目＞」を実施いたします。

その第 1 弾の「田植え体験＆交流会」は、平成 27 年 6 月 14 日（日）に開催することが決まって

おりますので、詳細は別紙ご案内書をご確認いただき、是非皆様奮ってご参加いただけますよう、

何とぞ宜しくお願い申し上げます。 
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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) 

 

去る２月２５日～３月２日に、地域文化デジタルアーカイブ倶楽部と一緒に『第６回地域文

化デジタルアーカイブ倶楽部記録活動展示「過去からの変化、現在からの変化～記憶のゆくた

て、記録の語り⑤」』を行い、１０８名のご来場を頂きました。ご来場頂きました皆様、ありが

とうございました。 

会場には、神楽、弓の行事、いざなぎ流等の記録を始め約７０点の写真や動画を展示しまし

た。複数回、足を運んで下さり、じっくりと写真や資料を見て下さる方もいて、大変嬉しく思

いました。また、記録の重要性を語られたり、我々の活動を労ったりしても下さり、非常に社

会性の高い活動であることも再認識しました。 

 

写真は語る－１３ 

 

テーマ：土佐三大弓祭り 

五穀豊穣、悪魔退散などを祈願して行う弓の行事は全国に広く分布しています。高知県内で

は北川村星神社の「お弓祭り」、馬路村魚梁瀬の「古式弓射式」、夜須大宮八幡宮の「百手祭」、

大豊町桃原・川戸・永渕の「百手祭」などが知られています。これらの中でも、北川村星神社

の「お弓祭り」、夜須大宮八幡宮の「百手祭」、大豊町桃原の「百手祭」が「土佐三大弓祭り」

と呼ばれています。 

 

北川村の「お弓祭り」 

北川村の「お弓祭り」は２年毎、西暦の奇数年 1 月 8 日に北川村の星神社で行われます。高

知県の無形民俗文化財に指定されており、高知県内で最も良く知られた弓祭りだと思います。

豊作、悪魔退散を祈願し、地域の若者 12 名によって 1008 筋の矢が放たれます。お弓祭りの行

われる星神社は木積地区にあり、祭祀記には延喜 12（912）年に弓祭りが行われた記録がある

そうです。神仏混交の名残で神社の隣には妙見寺があり、神職と僧侶が並んで弓祭りを見てい

る姿が印象的です。ご高齢の方の中には「妙見寺の弓祭り」と言われる方もいます。 

（取材日：2007 年） 
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夜須大宮八幡宮の「百手祭」 

夜須大宮八幡宮の「百手祭」は 1 月中の卯の日と翌日の辰の日に行われます。香南市の無形

民俗文化財に指定されています。鬼退散を祈願し、地域の氏子 12 名によって 2000 筋余りの矢

が放たれます。850 年位前から行われているそうで、初日は烏帽子に長袴、神事以降は紋付袴

姿で弓を放ちます。開催される日が固定されていないためか、地元の人以外に見に来ている人

はほとんどいませんでした。百手祭の中で行われる「矢振り」や「弓塚祭」は他の弓祭りには

無い事柄です。（取材日：2015 年 1 月 15 日、16 日） 

 

大豊町桃原の「百手祭」 

 

旧暦 1 月 17 日、9

月 17日と年 2回行わ

れていましたが、現

在は 9 月のみ行われ

ています。ここの 1

月の百手祭が中止さ

れていることを知り、

取り上げておきたい

と思いました。なお、

この写真は 2006 年

の旧暦 1月 17日に行

われた様子をビデオ

に収めたものから起

こしました。大豊町指定無形文化財に指定されています。 

弓射に関わる人を役者と呼び、目録消し 1 名、胴取り 1 名、矢奉行 1 名、矢取り 1 名、射手

12 名からなり、射手は烏帽子姿に裃姿で 2000 筋の矢を放っていました。御幸行や獅子舞が行

われるのが、他二つの弓祭りとは異なる事柄でした。（取材日 2006 年 2 月 14 日：山本哲男撮

影） 

以上 
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理事会報告 

第 7回理事会 

[１]日時 平成 27年 1月 29日（木）17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）、松崎淳子（土佐学協会副会長・高知県立大学名誉教授・土佐伝

統食研究会代表）、永尾哲夫（理事）、松田雅子（監事）、長崎雅代（理事）、大野加

恵(理事)、加藤さくら（事務局インターンシップ学生・記録係） 

[４]議題 

１．「郷土野菜を楽しむ会・第 4回」についての報告等 

  参加者アンケートの回覧を行った。ご参加いただいた、松崎先生よりご感想をお願いし

た。 

2． 「土佐学大会」について 

 「郷土野菜を楽しむ会・第 4回」にご参加いただき、ミニ講演をしてくださった熊澤秀

治さんに、幻の「潮江菜」や、牧野富太郎博士が残そうとされた 60種類以上もの高知県

の伝承野菜について、是非お話しいただきたいということになった。 

また、「土佐の酢みかん文化」研究についても、まとめの発表を行いたいということにな

った。 

3．「地域文化デジタルアーカイブ研究会」事業について 

  展示会が、2月 25日～3月 2日に開催されており、ニュースレターにも案内を同封して

いるということが担当の大野さんより報告があった。 

4．「土佐酒学研究会」事業について 

  「土佐酒学研究会」の「土佐酒を俯瞰的に捉える活動〈7年目〉」の「第 3弾・酒仕込体

験＆交流会」(2月 15日開催済み)について、竹村理事よりご案内があった。 

「第 4弾・櫂入れ体験 or酒搾り見学」（開催済み）、「第 5弾・製品化体験」、「第 6弾・

楽しむ会」を予定している。 

5． 「土佐学年報」について 

「土佐学年報・たまるか！土佐がはみかえる」〈第 9号〉の原稿募集や締め切りについて、

打ち合わせを行った。 

 

第 8回理事会 

[１]日時 平成 27年 2月 19日（木）17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（監事）、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）、

加藤さくら（事務局インターンシップ学生・記録係） 

[４]議題 

１．「土佐酒学研究会」事業について 

  「土佐酒学研究会」の「土佐酒を俯瞰的に捉える活動〈7年目〉」の第 3弾「酒仕込体験

＆交流会」についての報告があった。 

また、今後は第 4弾「櫂入れ体験 or酒搾り見学」、第 5弾「製品化体験」、第 6弾「楽し    

む会」と、3月末までの予定が既に決まっており、そのことについても報告があった。 

2．「地域文化デジタルアーカイブ研究会」事業について 
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2月 25日から 3月 2日の期間で開催される「第 6回地域文化デジタルアーカイブ倶楽部

記録発表展」について、報告があった。（開催済み） 

3．「土佐学大会」について 

  5月に開催が予定されている「土佐学大会」のテーマは、検討の結果、「土佐の幻の在来

野菜復活へ」〈～潮江菜を中心として～〉というタイトルに決まった。 

「郷土野菜を楽しむ会」にてミニ講演をしてくださった熊澤秀治さんに、幻の在来野菜   

「潮江菜」や、牧野富太郎博士が残そうとされた60種類もの高知県の在来野菜について、   

詳しくお話をお伺いするということになった。 

 さらに、「土佐の酢みかん文化研究」についても、これまでのまとめとしての発表を行う             

ことになった。 

4．次年度「土佐の酢みかん文化」研究事業について 

次年度は、「土佐の酢みかんと土佐の魚の旬の相性カレンダー」(仮称)の作成を予定している。 

5．次号ニュースレターについて 

次号ニュースレターは、簡単な「土佐学大会」案内や研究会報告や会費振込のお願いと

併せて、3月 23日の週に発行する。 

原稿締め切りは、3月 16日 9時。 

 

第 9回理事会 

[１]日時 3月 25日(水) 15時 00分～17時 00分  

[２]場所 高知県立大学永国寺キャンパス第一会議室 

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

加恵(理事)、清原泰治（理事）、加藤さくら（事務局インターンシップ学生・記録係） 

[４]議題 

1.「土佐学大会」について 

  当日のスケジュール決めを行った。 

2．次号ニュースレターについて 

次号ニュースレターは、「土佐学大会」案内を入れなくてはいけないため 4月の 1週目発

送予定になった。 

3．次年度「土佐の酢みかん文化」研究事業について 

次年度に作成する「土佐の酢みかんと土佐の魚の旬の相性カレンダー」(仮称)について報

告と打ち合わせを行った。 

4．「土佐学年報」について 

  原稿の最終締め切りは、4月 7日 9時。 

理事会の日程 
[日時]：4月 16日(水) 17:30～ 

[場所]：高知県立大学永国寺キャンパス 

＜土佐学協会事務局＞ 

 〒780－8515 高知市永国寺町 2番 22号 高知県立大学体育学研究室内 

電話：088-821-7125   

FAX：088-821-7126  

※不在時は、080−3166−6725（清原）にご連絡ください。 

E-mail：tosagaku@el.u-kochi.ac.jp 

 

mailto:tosagaku@el.u-kochi.ac.jp
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●「土佐酒学研究会」土佐酒を俯瞰的に捉える活動・8 年目＜第 1 弾＞のご案内 

拝啓 陽春の候、益々ご清祥の事とお慶び申し上げます。また平素は、当協会の活動に積極的

にご参加いただき、誠にありがたく厚く御礼申し上げます。 

 

さて「土佐酒学研究会」では本年度の活動といたしまして、例年に引き続き土佐酒を俯瞰的に

捉える活動の 8 年目を実施いたします。「日本名門酒会」という地酒販売組織に加盟する四国各地

の酒販店さんらとコラボレーションし、米作りから酒造り、商品企画、製品化、流通、販売、楽

しむ会にいたるまで 1 年かけて体験し、新銘柄「日土人（ひとびと）」まで発売するという内容

は、全国初の大変画期的な試みであり、毎年大好評を博しており、昨年の「田植え体験」は過去

最高の 280 名の皆様にご参加いただきました。本年も、是非たくさんの皆様にご参加いただきた

く、何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

本年度の第 1 弾は、6 月 14 日（日）、「日本最後の清流」四万十川の上流部の風光明媚な、高知

県高岡郡四万十町（旧窪川町）にて、永田農法による「山田錦」の田植え体験と農家の方々との

交流会を開催いたします。（参加費：昼食・交流会費含み 3,000 円）あの永田農法で、酒造好適米

の最高峰である「山田錦」の田植え体験と、その栽培農家の方々にご準備いただく交流会のバー

ベキュー大会は、大好評を博し、毎年参加者が過去最高を更新しているほどです。詳しくは別紙

のスケジュールをご覧いただき、ご参加ご希望の方はお申込書にご記入の上、6 月 5 日（金）必

着にてご返信いただけますようお願い申し上げます。 

 

尚、その後の予定といたしましては、第 2 弾が 10 月上旬頃の「稲刈り」と「交流会」、第 3 弾

が「仕込み体験」と「酒蔵見学」、第 4 弾が「酒搾り見学」、第 5 弾がラベル貼り等の「製品化体

験」、第 6 弾が新商品発表会を兼ねた「楽しむ会」と、盛り沢山の内容となっております。（★注：

内容は変更される場合があります。）是非このチャンスに、いずれかの体験にご参加（いずれかの

体験にご参加いただけました方のお名前を商品の裏ラベルに掲載させていただけます。）いただけ

ますよう、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

●「土佐酒を俯瞰的に捉える活動」8 年目・「山田錦」田植え体験＆交流会＜※雨天決行＞ 

 

＜日時＞     平成 27 年 6 月 14 日（日）9：30～13：30（予定） 

 

＜集合場所＞   ★公共交通機関ご利用の方：JR 土讃線・窪川駅 9：30 集合 

（参考：特急しまんと 1 号・高知駅発 8：20～窪川駅着 9：26） 

     ★車・バスの方：四万十町窪川 B&G 海洋センター駐車場 9：45 集合 

（B&G：http://ekitan.com/eknv/C/300209/D/09S-00-6h-4470.html） 

 

＜参加費＞    お１人様 3,000 円＜昼食・交流会費（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ、酒代含む）込み＞ 

         お子様 1,500 円（小学生未満は無料） 

 

＜スケジュール＞ 9：30 窪川駅集合・出発  9：45 現地到着・ご挨拶・説明等 

                 10：00 田植え体験     11：30 田植え終了・片付け・移動等 

                 12：00 交流会（バーベキュー等・酒あり）   13：30 終了 

         （参考：特急あしずり 6 号・窪川駅発 14：02～高知駅着 15：04） 
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★注意事項および用意するもの等 

 交流会では、永田農法の酒米を使ったお酒やビール等も出されますが、お車を運転される方に

はお酒はご遠慮いただきますので、ご注意下さい。服装は、田んぼへ入りますので、汚れても

よい服装で、短パン等が理想。帽子、タオル、着替え（必要なら）、水田用長靴（普通の長靴は

ダメです。ない場合は素足。）、雨天用カッパ等をご用意下さい。 

 

★「永田農法」とは？：永田照喜治氏が創始。農薬はもちろん、水や肥料も極力与えず、植物本

来の生命力を引き出し、環境にもほとんど負荷を与えない自然な農法。結果として、人間にと

っての有害成分が少なく、栄養価が高く、健康にも良い作物となる。 

 

●申込・問合せ先：司牡丹酒造（株） 竹村昭彦 高知県高岡郡佐川町甲 1299  

TEL：0889-22-1211 FAX：0889-22-4116 E-mail：akihiko@tsukasabotan.co.jp 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

司牡丹酒造（株）宛（FAX：０８８９－２２－４１１６） ※締切：6 月 5 日（金）必着 

 

●『「土佐酒を俯瞰的に捉える活動」8 年目・田植え体験＆交流会』（6/14 開催）申込書 

ご参加者ご氏名： 

 

 

社名・所属等： 

ご住所： 

 

 

 

お電話： 

FAX： 

E-mail： 

●ご参加人数： 

大人男性：  名 

 大人女性：  名  子供：  名 

●交通手段：＜ 車（   台） JR ＞ 

 

 


