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土佐学協会NewsLetter 
No.7 

2008 年 2 月 

 

第２回土佐学大会のご案内 

時下、土佐学協会会員のみなさまにはますますご健勝でご活躍のこととお慶び申し上げます。 

 さて、以下のとおりに、第２回土佐学大会を開催することとなりました。今年もまた、土佐を愛する

人々が集い、語り、明日の土佐を創造するきっかけにしたいと計画しております。 

 会員も、会員でない人も、多数の老若男女のみなさまのご参加を期待して、ご案内をさし上げます。 

大会テーマ：「日本一の田舎・輝く土佐を目指そう！」 

１．趣旨・目的： 

 土佐学に関する研究・調査の報告、意見発表を行うとともに、会員の交流を活発にし、会員相互の親

睦を深めることを目的とします。 

 今回の大会では、最近注目を集めている土佐の元気な「道の駅」の代表に来ていただき、地域経済活

性化の起爆剤として、また地域文化の発信地としての「道の駅」の役割についてお聞きするシンポジウ

ムを開催したいと思います。 

 土佐の未来について、みんなで大いに語り合いましょう！ 

 

２．日時：平成 20年 4月 13日 日曜日 13:00～18:00 
 

３．会場：高知女子大学永国寺キャンパス南学舎 137番教室 
   〒780-8515 高知県高知市永国寺町 5－15 
 

４．参加申し込み 

   参加を希望される方は、別紙の申込書に必要事項をご記入のうえ、4月 5日までに大会事務局に
ファックス(FAX:088-873-2895)、または e-mailでお申し込みください。 
発表を希望される方は、発表要旨を 3月末日までに大会事務局に郵送、e-mail添付、ご持参のい
ずれかの方法でご提出ください。発表要旨のご提出がない場合は、発表はできません。発表要旨

については、後述の、「７．発表の内容及び申し込み方法」をご参照ください。 

当日の参加も可能ですが、準備の都合がございますので、できるだけ事前にお申し込みください

ますようお願いいたします。    

 

５．参加費：  会員・学生…無料 

        非会員…500円 ※ただし、大会号・年報・資料印刷代等として 
 

６．タイムスケジュール： 

  12:30     受付 
  13:00～13:15  開会行事 会長挨拶・理事長挨拶 
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   13:15～14:15 一般研究報告 
「土佐のこんなことがわかったがよ」 

「こうしたらもっと土佐はようなるぜよ」 

           10分発表 5分質疑  
  14:15～14:45 研究会報告 
          土佐酒学研究会、土佐のお茶研究会、絶滅危惧の産業と文化の研究会、 

          地域文化デジタルアーカイブ研究会 

  14:45～15:00 休憩   
  15:00～17:00 シンポジウム「日本一の田舎・輝く土佐を目指そう！ 
                  ―地域文化を発信する元気な道の駅大集合！」 

        畦地履正氏（四万十とおわ道の駅・代表取締役社長）ほか 

         ※県内の道の駅代表にお願いしています。パネラーが決定し次第、ブログにて

発表します。 

          コーディネーター 大野加惠理事((有)生活創造工房代表取締役) 
  17:00～17:10 休憩 
  17:10～17:50 総会 
  17:50～18:00 閉会行事 
  18:30～20:30(予定) 懇親会  
   会場：ちゃのま(高知市廿代町ダイアパレス 2階) 会費 4500 円。20 名になり次第締め切ります。 

 

７．発表の内容及び申し込み方法 

    内容：土佐に関する研究、調査、報告、意見発表 

    資格：発表者、共同研究者ともに土佐学協会会員であること。 

    申し込み方法：①大会事務局に同封の「参加申込書」をファックスしてください。 

②発表要旨はＡ４タテ(横書き) 1ページ以内で作成してください。発表要旨に
は、テーマ、氏名を必ず記入してください。黒色インクまたはワードプロセ

ッサ等で作成し、左右余白を 20mm以上あけてください。そのまま大会号と
して印刷されますので、事前にご了承ください。 

③下記の大会事務局へ、郵送またはご持参ください。Wordまたは一太郎で作
成されている場合は、e-mail添付でも結構です。 

    申し込み締め切り：3月末日とします。 
 

８．発表方法 

   口頭発表とします。視聴覚機器の使用については、発表申し込み時に事務局にご相談ください。

ＯＨＰ、プロジェクターは用意できます。パソコンはご自身でご用意ください。発表される方で、

資料を配付したい方は、当日 30部ご持参ください。 
 

９．第 2回土佐学大会事務局連絡先 

   〒780-8515 高知県高知市永国寺町 5-15 高知女子大学文化学部体育学研究室  
電話&FAX 088-873-2895  e-mail：kiyohara@cc.kochi-wu.ac.jp 

  ※ご持参いただく場合は、高知女子大学永国寺キャンパス受付にて、「清原に渡してください」と

お申し付けください。 

 

１０．その他 

    駐車場を用意しておりませんので、必ず公共交通機関をご利用ください。 
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懐かしい映画「三丁目の夕日」の時代にタイムトリップ！ 

昭和 30年代の土佐の「おきゃく」を体験できる！ 

3月 4日（火）、「土佐学協会」が「昭和 30年代・香長平野のおきゃく再現！」 

映画「三丁目の夕日」をご覧になられた方も少なくないかと存じますが、あの時代、昭和 30年代は、
その時代を生きた方々はもちろん、その時代を知らない方々にとっても何となく懐かしく、心がホンワ

カとあったまるような、そんな古き良き憧れの時代として、現代になって一層輝いて見えるのではない

でしょうか。 

 そして、その頃の土佐の高知では、「おきゃく」という独特の宴席文化が最盛期を迎えていました。

襖をはずして座敷を広げ、山川海の旬の食材をふんだんに使った皿鉢料理を手作りし、親戚や知人や、

知人の知人、果ては見知らぬ人まで、オープンに次から次へと招き入れ、土佐の酒を大いに酌み交わ

す・・・。いまや県内でも一部地域でしか体験することが不可能になってしまった、そんな大らかで楽

しい土佐の「おきゃく」を、「土佐学協会」が再現いたします！ 

 

土佐伝統食研究会代表の松﨑淳子先生（高知女子大学名誉教授）の監修により、今回は昭和 30 年代初
期の香長平野・南国市廿枝（はたえだ）地区における「おきゃく」を再現。松﨑先生や坂本正夫先生（県

立歴史民俗資料館前館長）の解説を聴きながら、当時の家庭での皿鉢料理等を忠実に再現したものをい

ただき、土佐酒を和気あいあいと酌み交わすという趣向です。「松の皿鉢」「鯛のたま蒸し」「はんぺ

ん」（山芋と生魚のすり身）「魚入りのぜんざい」等々、今では滅多にお目にかかれなくなってしまっ

た珍しく、かつ何故か懐かしいお料理が目白押しの予定です。いただく土佐酒も、当時の香長平野で飲

まれていたであろう「松翁」「文佳人」「豊乃梅」「花の友」「司牡丹」を準備。当時から存在する銘

柄にて出品の予定です。さらに、昭和 37年に発売された貴重なレトロボトルの「司牡丹」大吟醸酒も、
特別出品いたします！ 

 しかし、大変申し訳ございません。会場とお料理の手配の都合のため、この度ご参加いただけます人

数は先着 50 名様限定とさせていただきます。早期での満席が予想されます。ご参加ご希望の方は今す
ぐ、お申し込みをいただけましたら幸いです。                        

 

～土佐の「三丁目の夕日」～ 昭和30年代・香長平野のおきゃく再現！ 
＜日時＞ 平成２０年３月4日（火）１８：３０～ 
＜会場＞ 「城西館」（和室宴会場） 高知市上町2-5-34 TEL：088-875-0111 
＜会費＞ 8,000円（お一人様） 
＜主催＞ 「土佐学協会」 

      事務局：高知市天神町292-26 TEL：088-840-1121 
      （火曜・金曜の午前9時～午前11のみ対応。）＜事務局：岡本＞ 
＜協力＞ 「土佐伝統食研究会」 

＜お申込・お問合せ先＞ 司牡丹酒造（株）（担当：本越理香子） 

〒789-1201 高知県高岡郡佐川町甲1299番地 
TEL：0889-22-1211 FAX：0889-22-4116  

e-mail：ainet@tsukasabotan.co. jp 
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『土佐学年報 第 2号』の原稿 大募集!! 
 

 土佐学協会の 2期目である平成 19年度ももう残すところわずかです。 
 前年度に『土佐学年報』の創刊号を発行したのに続き、今年度も土佐学協会・会員による調査・

研究の集大成として、第２号を発行したいと思います。 

おおまかな内容は、①この１月と２月に開催されたミニ講演会の内容をわかりやすく整理した

「依頼原稿」、②定例研究会においてこの１年間で新しく学んだ内容をまとめた「４研究会の研究報

告」、③それに去年の秋に開催された「‘秋の収穫祭’の報告」を掲載します。 

さらにそれらに加えて、会員のみなさんがこの１年の間で土佐学に関して独自に調べたり勉強したことが

らなどを、ぜひ『土佐学年報』にも掲載させていただいて、みなさんとともに土佐学の内容をより豊かにし

ていきたいと考えています。 

ふるってご応募ください。 

 

１．テーマ：土佐学に関することがら 

２．分量：約 3600字以内 
（図表や写真を含む。１ページ［40字×30行ぐらい］×３ページ分） 

３．原稿内容：①小学校高学年の子供にも理解でき、センテンスを短かく簡潔に。 

できればビジュアルを大切にして写真や図表を使いましょう。 

       ②ワープロの場合、Ａ４縦で横書き、明朝体、12ポイントでお願いします｡ 
       ③できれば「word」形式の電子データを添付ください。 
４．締め切り：３月 22日（土）に必着 
５．送付先：〒780-8516 高知市永国寺町 5-15高知短期大学高知短期大学 水谷あて 
      faxの場合：088-873-3934、Ｅメールの場合：mizutani@cc.kochi-wu.ac.jp 
 

「土佐学ミニ講演会」は大盛況！ 
 

 ニュースレター第 6号でお知らせしましたように、今年から土佐学協会では「土佐学ミニ講演会」を
スタートさせました。 

 第１回講演会は 1月 28 日でした。講師は成田十次郎副会長にお願いしました。成田副会長は「土佐学

に期待すること」というテーマで、土佐学に寄せる思いや、今後の発展の方向性について講演してくだ

さいました。会場となった「まちの駅」には顧問の松﨑淳子氏や高知女子大学文化学部の学生たちも出

席し、予定の時間を大幅に超えて熱い議論が交わされました。 

 第 2回講演会は 2月 19日に、顧問の松﨑淳子会員に講師をお願いして、「高知の食の‘売り’は何
だろう？」というテーマでご講演いただきました。松﨑会員は既報のとおり、高知県文化賞を受賞され

た土佐の食文化研究の第一人者です。高知の食の特性や課題についてお考えを述べられ、観光資源とし

て売り出してはどうかというご提案がありました。その後、出席者からもいくつかの提言があり、今回

も予定の時間を大幅に超えて、実りの多い講演会となりました。 

(担当:清原泰治) 
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理事会の報告 
 

 理事会での審議・報告事項について、議事録の抜粋を掲載します。 

 

第 12 回理事会 (2008 年 1 月 21 日（月）17:30～19:30 まちの駅) 

出席者：竹村理事長、坂本副理事長、柿内事務局長、水谷理事、清原理事、大野理事 

・協会事務局体制の今後について。 

・議事録等、データバックアップについて。 

・2月 17日開催の高知大学国際・地域連携センター生涯学習部門主催「土佐茶に関するシンポジウム」
を、土佐学協会として後援する。同シンポジウムにて、「土佐花番茶」についての講演、試飲、アンケ

ートを実施する予定。アンケート項目の検討を行った。 

・「こうち NPOファンド」に助成金を申請する。 
・「土佐学年報」について。 

・「土佐学大会」を 4 月 13 日(日)に開催する予定で調整する。県内各地の「道の駅」の代表を集めて
シンポジウムを開催する。 

・次号ニュースレターは 2月末発行。大会の案内号とする。 
・決算報告は 3月の理事会にて決定する。 
・次年度の事業計画について。4研究会を継続。「秋の収穫祭」は形を変えて、例えば商店街の中で 開
催するなど、今後検討する。 

 

 

第 13 回理事会 (2008 年 2月 25日（月）17:30～19:30 まちの駅） 

出席者：竹村理事長、坂本副理事長、柿内事務局長、水谷理事、大野理事 

 

・「土佐学年報」の内容について。 

・次年度計画や今年度決算、「こうち NPO ファンド」助成金申請について。次年度は、「土佐のお茶
研究会」と「絶滅が危惧される産業と文化の研究会」を合体して「地域研究会」にする。「地域文化デ

ジタルアーカイブ研究会」は、年間の予定を既に作成した。「土佐酒学研究会」は、テーマは 3月に決
定し、引き続き毎月「まちの駅」にて開催予定する。 

・3月 4日開催のイベント、～土佐の「三丁目の夕日」～ 「昭和 30年代・香長平野のおきゃく再現！」
について。 

・次号ニュースレターについて。2月末発行。大会の案内号。会費納入のご案内を入れる。 
・第 2 回「土佐学大会」について。4 月 13 日(日)開催予定。担当の清原理事欠席のため、大会内容や 
プログラムなどについては、今後メールにてやり取りして決定する。 

・その他、報告事項。坂本副理事長より、『地域の自立 ～人づくり・まちづくり、仕組みづくり～』が 
発行されたが、その中で「土佐学協会」についても紹介されている。また、坂本副理事長と水谷理事か

ら、2月 17日に高知大学にて開催された「土佐茶シンポジウム」についての報告があった。「土佐学協
会」の試作した「土佐花番茶」はたいへん好評で、販売してみたいという業者があったという。 
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研究会の報告 

＜土佐酒学研究会＞ 

竹村昭彦理事長(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！」より抜粋し
ご紹介いたします。ブログもぜひご覧ください。http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/ 

 

［1月 21日土佐酒学研究会］ 
●3月 4日開催予定のイベント、～土佐の「三丁目の夕日」～「唱和 30年代・香長平野のおきゃく再現！」
について。 

●『土佐の「おきゃく」(宴会)における酒と食文化に関する比較分析』について、水谷先生より資料配

布と報告。2月 10日から 2月 12日、仁淀川町の「秋葉祭り」における「おきゃく」を取材に行くこと
が決定。また、宿毛市沖の島の調査や、県外(島根県や三重県志摩地方)の調査らあも検討。沖の島は、

旧宇和島藩やった母島地区と、旧土佐藩やった広瀬地区に分かれちょって、なかなか面白いし、「おき

ゃく」文化も残っちゅうがやと。朝日新聞に掲載されちょった「再生の風 沖の島だより」の資料も興味
をそそるがやけんど、冬場は風がこぢゃんと強うて船が揺れまくるきに、取材はかなりの強行軍やっち

ゅうがよ。ちくと厳しいかも。島根や三重志摩は、3 月取材の予定で今後も検討。これまでの取材内容
についちゃあ、各自の視点で 3月初旬頃にレポートを提出し、ほんで 3月下旬に、アサヒビール学術振
興財団に提出する報告原稿を、水谷先生がまとめることに。21時、研究会終了。 
 

「土佐学協会」で「秋葉祭り」の「おきゃく」取材ぜよ！ 

 2月 10日(日)～11日(月)の連休は、「土佐酒学研究会」の取材で、仁淀川町に 1泊 2日で行ってき
たがよ。 

 さて、今回の取材は、「土佐の『おきゃく』(宴会)における酒と食文化に関する比較分析」っちゅう

テーマで、仁淀川町の「秋葉祭り」における「おきゃく」の調査に行ったがやき。土佐三大祭りの一つ

としてこぢゃんと有名な「秋葉祭り」は、高知県指定の無形民俗文化財でもある、伝統あるお祭りなが

よ。まずは、以下に「秋葉祭り」の由来らあについて、簡単にご紹介しちょくぜよ。 

 秋葉神社は、火産霊命(ホブスビノミコト)を祀っちょって、防火・災難避けの神様として古うから篤

い信仰が寄せられちゅうがやき。平家の落武者佐藤清岩が遠州秋葉山から勧請して岩屋(現在の岩屋神

社)で祀ったがが始まりながやと。今から 800 年以上前のことやっちゅうき、スゴイがぜよ。ほんでそ
の後、法泉寺、関所番市川家で祀った後、寛政 6年(1794)ご祭神が市川家から現在の秋葉神社にご遷座
の際、毎年ゆかりのある岩屋神社、市川家、法泉寺、中越家にご神幸を決定し、この順番で回っていく

っちゅうがやき。 

 本来は、旧暦の 1月 18日が御祭神日やったがやけんど、現在は 2月 11日(建国記念日)になっちゅう
がよ。祭りは、神輿つき役者や、本村、霧之窪、沢渡の三集落からホラ貝を響かいて集まってきた役者、

役員その他で総勢 200人ばあになるっちゅうがぜよ。この中にゃあ祭りの花形「鳥毛ひねり」や「中太
刀」「小太刀」その他の華やかないでたちの若者もおるがよ。それらあが、先払いの鼻高面(天狗)を先

頭に、笛、太鼓らあの囃子で、3 キロの山道を早朝から夕方にかけてゆっくりゆっくり練り歩くっちゅ
うがやき。ほんじゃき「練り」っちゅうがよ。 

 神輿の重さは約 1トン！これを勇ましゅう揺さぶりもって、「キョウサー、キョウサー」っちゅう掛
け声で盛り上げるっちゅうがよ。ほんで祭りのハイライトは「鳥毛ひねり」。鳥毛棒が、裃姿の楽人ら

あの笛や太鼓、手拍子に導かれて進み、火事装束の青年が長さ 7m、重さ 8kgの鳥毛棒を直立さいたま
んま、10数メートル向こうの青年に投げ渡すっちゅうがぜよ。実はワシゃあニュースや新聞らあで見た
こたぁあったけんど、実際に見に来るがは初めてやき、こぢゃんと楽しみながよ。 

 13時半頃、本村集会所に到着。こちらで翌日のリハーサルが行われるっちゅうことで、まずはここに
お邪魔したがよ。今回お世話になる大石副町長さんにご挨拶して、いろいろご説明いただいたがやき。 
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 ウワサにゃあ聞いちょった鳥毛投げは、こりゃなかなか迫力があるがやき。鳥毛を受け取った後、サ

ッと肩で支えるがやけんど、これがなかなかカッコえいがぜよ。ワシと水谷先生が、チクと持たいても

うたら、真っ直ぐ持ちゃあ重いこたぁないがやけんど、鳥毛が横になったら肩にグッと食い込んで、ま

っことズッチリ重いがやき。リハーサルゆうたち、本番同様。ちゃんと御神酒もお燗がついちょって、

早速いただいたがよ。 

 リハーサル終了後は、大石副町長さんのご自宅へ。こちらが翌日の「おきゃく」のメイン取材先にな

るがよ。まずは副町長さんやお母様らあにお話しをお聞きしたがやき。副町長さんのお母様は、古い写

真らあも見せてくださり、いろいろお話しを聞かいてくださったがよ。大石家の先代、先々代も信仰心

が篤うて、秋葉神社の本殿らあを寄進したりしちゅうがやと。 

 いろいろお話しをうかがいもって、翌日の「おきゃく」に出される予定の

山菜やお漬物をいただいたがやけんど、これがまっこと、ウマイのなんの！

みんなあハマってしもうて、パクパク食べて、止まらんなってしもうたがや

き。タケノコ、ゴボウ、ゼンマイ、ダイコン、イタドリ、ヤマクラゲ、タク

アン。どれも保存食やけんど、しっかり塩抜きされて、おダシの味わいがや

わらこう沁みちょって、こぢゃんとおいしかったがやき。そのおいしさの秘

密を見せてもうたら、アジジャコの干物とコンブがタップリのおダシが、ま

っことえい香りで、タップリ用意されちょったがぜよ。また、毎年の「おき

ゃく」でこぢゃんと評判がえいっちゅうタイモも、コロモを付けて揚げ物に

なっちょったがよ。これにもダシを使うて煮っころがしにされるがやと。さ

らにお母様は、焼酎と砂糖で漬けた梅干し漬けも出してくださったがやけんど、これまた絶品やったが

やき。こりゃあ翌日がまっこと楽しみながぜよ。 

 その後は、大石副町長さんの息子さんの運転で、副町長さんとお二人で、

翌日の「練り」のコースをご案内いただき、下見をしたがやき。 

 秋葉神社は、思うたより大きゅうて、観客席になっちゅう石段も、こぢゃ

んと立派でビックリながよ。サスガは 2万人ばあの観光客を集めるっちゅう
人気の大祭ながやき。 

 岩屋神社は、まっこと大きい岩の下にできちゅう神社。800 年前の風情が
感じられるがよ。今この神社の中に、神様の入った神輿が納められちゅうが

やき。ほんでこの日の夜中に人知れず神様が移動され、市川家に行くっちゅ

うがよ。その後は市川家を訪ねて、ご当主にご挨拶。ほんで、この晩「お通

夜」っちゅう「おきゃく」がある沢渡集落の集会所に向

こうたがぜよ。 

 19時前ばあから数人ずつ、肴を持った皆さんが集まりだいて、座ったかと思うた
ら早やお燗酒が出され、いきなり来たもんから飲み始め、いつの間にか「おきゃく」

はスタートしちょったがやき。 

 肴は皆さん家々から持ってきたコンニャクやワサビ漬けやお寿司やタラの芽のテ

ンプラなど。皆さん大いに飲んで食べて語り合うて、お酒が見る見るのうなってい

くがやき。 

 宴もたけなわになった頃、お囃子の太鼓や笛が始まって、道化役の「油売り」ま

で登場し、さらに「おきゃく」はヒートアップ！こりゃこれ以上おったらツブれて

翌日の取材ができんなるき、皆さんにご挨拶して退散さいてもうたがぜよ。 

 尚、秋葉祭りについて詳しゅう知りたい方は、ガイドブック写真集「土佐秋葉ま

つり・練り」(秋葉神社祭礼練り保存会 発行 1800円(税込) B5版 144ページオー
ルカラー)をオススメしちょくぜよ。臨場感あふれる素晴らしい写真が満載やき。 

 11日の朝は、7時半にタクシーで出発。岩屋神社にゃあ、まだ 8時前やとゆうに、
既に観光客の皆さんも結構来られちょって、いつの間にか人の出も増えてきた頃、
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神社の前にゃあ鼻高がデンと仁王立ちしちょったがやき。 

 さて 8時半頃、遠くの方からお囃子の音が聞こえてきたと思うたら、谷底の方
に沢渡部落の皆さんが見えてきたがやき。続いて本村部落、霧の窪部落の皆さん

も集まってきて、岩屋神社に全員集結。9時前にゃあ岩屋神社にて、鳥毛・練り、
太刀踊りらあがあって、神輿が出て、いよいよ行列が出発。前夜に抜け出しちょ

った神様を迎えに、市川家に向こうたがぜよ。「キョウサー、キョウサー」っち

ゅう掛け声と共に 1トンばあある神輿が揺れる様は、こぢゃんと勇壮で迫力があ
るがやき。 

 市川家に到着したら、まずは家ん中に神輿を引き込み、神事の開始。庭をグル

リと取り囲む見物客に見守られもって、3つの部落が順番に鳥毛・練り、太刀踊りを披露。狭い庭で 8m
もある鳥毛を投げ合う様は、なかなか緊迫感があるがやき。合間にゃあ、休憩の部落の方々に、1 升の
徳利で御神酒が振る舞われ、続いてお神楽が行われゆう合間に、神輿に神様が乗り込まれたようながよ。 

 また市川家の裏に回って、家の中に入らいていただきゃあ、部屋にゃあ何枚

もの皿鉢が置かれ、既に「おきゃく」が行われた後やったがやき。こちらのお

宅は、「幸楽」っちゅう仕出し屋さんから皿鉢を取られたようやったがやき。 

 さて市川家を出た一行は、「練り」をしもって、続いては見物客の皆さんと

共に大石家前に移動。11時頃から鳥毛と練りが始まったがやき。その頃ワシら
あは、予定通り大石副町長さん宅に上がらいてもうて、「おきゃく」の準備を

見せてもうたがよ。座敷にゃあ 30 数枚の皿鉢がズラリと並んで、そりゃあま
っこと壮観ながやき。大石家でも、半分ばあの皿鉢は仕出し屋の「幸楽」さん

から取ったらしいがやけんど、半分強の皿鉢は昔ながらの手作りながぜよ。 

 仕出しの皿鉢は、刺身や組み物、ウナギ飯など。手作りの皿鉢は、まずは前日から楽しみに待ってま

したの、タイモの煮っころがし！軽うにコロモを付けて揚げたタイモを、アジじゃこと昆布のダシらあ

で煮っころがして、ゴマをふったもんながよ。こりゃまっことウマそうながやき。続いては、前日もい

ただいてハマってしもうた山菜と漬物。マキで炊いたお赤飯。こちらもアジじゃこと昆布ダシの効いた

ソーメンなどなど。おいしそうなお料理がズラリながよ。 

 こりゃどの皿鉢も、全部まっことウマそうなとヨダレをたらしそうになった

頃、ボチボチお客さんらあが入って来られ、「おきゃく」の始まりながよ。ま

っこと土佐の「おきゃく」は、神事的なことや挨拶や乾杯も何ものうて、いき

なり無礼講で、来たもんから順に飲みはじめるがやき。早速副町長さんのお母

様や奥様、娘さんやご親戚の女性陣がお接待で、ビールを用意したりお燗をつ

けたりと、忙しゅう動きだされたがよ。ほいたら、見る見るうちに座敷はいっ

ぱいになって、一気に「おきゃく」の宴もたけなわになったがぜよ。予想通り、

タイモの煮っころがしは絶品のおいしさやったがやき。 

 ワシらあが大石家で「おきゃく」の真っ最中の頃、「練り」は法泉寺にて鳥毛や太刀踊りらあを行い、

こちらで昼食を取って、中越家に向こうたがよ。その頃、ワシらあも「おき

ゃく」を中座さいてもうて、中越家へ。 

 垂れ桜で有名な中越家の庭にて、鳥毛と練りが行われ、いよいよゴール地

点の秋葉神社に向かうがよ。この中越家から秋葉神社に向かう山道が、なか

なかの撮影ポイントらしいがやき。確かに山道の風景らあが、まっこと絶景

ながぜよ。この山道での練りや鳥毛は、まっこと絵になるがやき。 

 秋葉神社をもう目前に控えて、すぐ下の道路でも「キョウサー、キョウサ

ー」の掛け声で神輿が威勢よう担がれ、鳥毛も空高うに投げられたがやき。 

さあいよいよゴール地点の秋葉神社。上がってみて、こりゃまっことビック

リながよ。とにかく、人、人、人！神社の横の石段の観覧席にゃあ、既にビ

ッチリの人が座って、神輿や練りの到着を待ち構えちょったがやき。 
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 いよいよ神輿が現れて、割れんばかりの拍手の中、これまで以上に威勢よう「キョウサー、キョウサ

ー」の掛け声で、神輿が激しゅう揺られ、神社に入ろうとするがよ。けんど、どういう意味かは分から

んけんど、何度も何度も拒絶され、そのたんびに何度も「キョウサー、キョウサー」のやり直しながや

き。担ぎ手の若い衆の疲労もピークに達した頃、無事受け入れられて、神輿は神社の中へ。会場は大き

な拍手に包まれたがよ。 

 続いては鳥毛の出番。この見事な会場で、これっぱあの大観衆に見守られもって、大空に向こうて鳥

毛を投げるがは、まっことこぢゃんと気持ちがえいろうぜや！グーンと投げられた鳥毛が、見事に受け

止められるたんびに、大観衆が拍手喝采ながぜよ。 

 神社本殿じゃあ、御神酒のふるまい酒も行われ、社務所では既に関係者の方々が交代で「おきゃく」

をやりゆうがよ。ふと気が付きゃあ、隣の小屋でも紋付き袴の方々が、ここでも「おきゃく」！ 

 こうして 15 時半頃、無事に秋葉祭りの大祭は終了。再び大石家に降りてき
て、またまた「おきゃく」ながよ。しかし昼間っから、食べっぱなし、飲みっ

ぱなしで、まっこともう何ちゃあ入らんぜよ！けんど、アジじゃこと昆布ダシ

がタップリ染みたおでんが出されりゃあ、こりゃあいただかん訳にゃあイカン

がやき。まっこと、これまたお袋の味で、絶品やったがぜよ。 

 「おきゃく」の合間に、大石副町長さんのお母様にいろいろお話しをうかご

うたがやけんど、この日はお客さんが入れ替わり立ち替わりで、夜中まで延々

と「おきゃく」が続くがやと。昔は明け方まで続きよったっちゅうがやき、ス

ゴイがぜよ。しんどうないですか、と聞いてみたけんど、「年にいっぺんの秋

葉様やき。私らあはお正月より秋葉様ですらあ。もうこれが当たり前になっち

ょります。皆さんがおいしい、おいしいゆうてくれて、また来年も来ますゆうてくれるき、そりゃ嬉し

ゅうて、お料理作るがも止められませなぁね。」と、にっこりお顔をほこればせられたがやき。 

 このお母様の周りじゃあ、副町長さんの奥様や娘さん、ご親戚の娘さんらあ 10 人ばあが、かいがい
しゅう「おきゃく」のご接待に立ち働きゆうがよ。皆さん、当たり前のように。今や高知県内でもほと

んど見られんなった昔ながらの「おきゃく」やけんど、こちらの大石家じゃあ、これからもずっと続い

ていくがやろうのう。 

 またこの日は、この辺りじゃあ各家々のあちこちで、来客歓迎の「おきゃく」が、催されゆうがやと。

秋葉様っちゅう神様のお陰で、「おきゃく」っちゅう土佐の伝統文化が守り伝えられゆうがかもしれん

のう。ちなみに秋葉祭りっちゅうんは、2月 9日から 12日までらしゅうて、大祭としちゃあ 11日やっ
ちゅうことらしいがやき。ほいたら翌日の 12 日も飲むがですかっちゅうて聞いたら、大石副町長さん
は「そうじゃ。4 日間飲みっぱなしよ。」と笑われるがやき。昔は、結婚式らあの時にゃあ、1 週間飲
みっぱなしやったっちゅうき、凄まじいがぜよ。 

 そんな話しをお聞きしながらも、「おきゃく」は延々と続くがよ。秋葉祭りの「おきゃく」は、まっ

こと誰しもを惹き付けるばあの、こぢゃんと大きな魅力があるがやろうのう。 

 

［2月 25日土佐酒学研究会］ 
●2 月 10 日～11 日、『土佐の「おきゃく」(宴会)における酒と食文化に関する比較分析』っちゅうテ
ーマで、仁淀川町の「秋葉祭り」における「おきゃく」調査を実施。(詳しゅうは、「2 月 12 日」「2
月 13日」のブログ参照。)参加メンバーからの報告があったがよ。若葉屋さんからは、土佐の「おきゃ
く」は、一歩加わりゃあ、そこはもう確かに無礼講の世界やけんど、実際は誰でもが今回のような「お

きゃく」に容易に参加できるわけやないと。私は今回こぢゃんと貴重な体験をさいてもうたっちゅう報

告があったがやき。 

●引き続き同テーマにて、3 月 14 日～15 日あたりで、伊勢志麿の「おきゃく」調査に行く予定。水谷
先生より、志麿の「さはち料理」らあについての資料が配布され、解説や話し合いが成されたがやき。 

●3月 4日開催のイベント、～土佐の「三丁目の夕日」～ 「昭和 30年代・香長平野のおきゃく再現！」
について。 
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＜地域文化デジタルアーカイブ研究会＞ 

「地域文化デジタルアーカイブ研究会」が平成 19 年度に開催を行った『土佐のくらしを記録する－地

域文化のデジタルアーカイブ講座』の成果発表（展示）を 1 月に高知工科大学図書館で行いました。3

月には調査フィールドとなった土佐市でも成果発表を行う予定です。日程、場所が決定し次第、土佐学

協会の Web-Site でお知らせさせて頂きますので、お近くの方は是非いらして下さい。 

当研究会は、1月 23 日、2月 28 日と平成 20 年度にどのような活動を行っていくかについて検討しま

した。3 月 26 日にも研究会を開催しますが、現時点で決定された平成 20 年度活動の大きな柱は以下の

二点です。尚、一年間の研究会開催スケジュールも決定致しましたので記載致します。会員皆様のご参

加をお待ちしております。 

 

１．地域文化デジタルアーカイブ講座（公開）の企画・実施 

平成 19 年度に引き続き、『土佐のくらしを記録する－地域文化デジタルアーカイブ講座』の企

画・実施を行います。実施にあたっては、平成 19 年度実施の実施内容の課題等を踏まえ、平成 20

年度のカリキュラムの再検討・再構築を当研究会で行った後に開催します。尚、当講座は、高知県

内における地域文化のデジタルアーカイブ活動の認知、普及、人材育成を目的に、公開で開催しま

す。 

 

２．デジタルアーカイブに関する研究 

研究会参加者間でデジタルアーカイブに関する情報や知識等を共有し、互いの知見を高めること

を行って行きます。この活動の一環として、デジタルアーカイブの先進的取組を行っている組織か

ら講師を招聘したいと考えています（費用の確保が課題）。 

先進的取組を研究すると共に、高知県で定着可能な「住民主体の地域文化デジタルアーカイブの

仕組み」について研究、検討を行います。 

 

○平成 20 年度「地域文化デジタルアーカイブ研究会」開催日時・開催場所 

原則第 4水曜日 18:00～20:00 実施（平成 20 年 4 月 23 日、5月 28 日、6月 25 日、7月 23 日、8月

27 日、9月 24 日、10 月 22 日、11 月 26 日、12 月 17 日、平成 21 年 1 月 28 日、2月 25 日、3月 25

日） 

開催場所：県立高知女子大地域創成センター 

＜お願い＞ 

資料の準備や急な日程変更等の連絡の為、研究会への参加にあたっては、事前のご連絡をお願い致

します。（連絡先：大野＠生活創造工房 電子メール：info@rigulife.co.jp、FAX：088-854-7908） 
以上 

「地域文化のデジタルアーカイブ研究会」主宰：大野 
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＜土佐のお茶研究会＞ 

「土佐のお茶」研究会では、平成 20年 2月 17日（日）、高知大学において「土佐茶の味を探ろう」
と題したシンポジウムを開催しました。目的は、山茶をはじめ、煎茶、番茶などを見直し、土佐茶の将

来的展望を考えることにあります。当日は、高知県だけではなく愛媛県や徳島県からも多くの研究者や

茶業関係者が集まり、それぞれの取り組み状況を報告（話題提供）しました。また、土佐茶をはじめ、

阿波茶、伊予茶などさらに茶の発祥地である中国のお茶を試飲しながらお互いの交流を深め、自由に語

り合える雰囲気の中で、広い視野から土佐茶の過去、現在、そして未来を見つめ直しました。当日の内

容はデジタルビデオ録画され、現在編集作業が行われています。高知を含めた四国の CATVで放映でき
ないか検討しています。今回のシンポジウム開催において（準備作業も含めて）感じることは、これか

ら如何にお茶を飲む（お茶を楽しむ）文化を作っていくか、が重要ではないかと思います。お茶を楽し

む文化と、お茶の生産を連携・連動させて、土佐茶の未来を作っていければと考えています。昨年秋に

試作しました「土佐花番茶」の試飲も行っていただきアンケート調査も行いました。「土佐花番茶」に

ついては非常に好評でした。平成 20年度から、より具体的な検討を行いたいと考えています。 
 
日 時：平成 20年 2月 17日（日） 13:00～17:10 
会 場：高知大学 共通教育２号館 210番教室 
主催者：高知大学国際・地域連携センター 生涯学習部門 
後 援：茶商組合、土佐学協会、にんぶろ・宋代茶文化研究会 
内 容：話題提供（10名） 1人 20分（質疑応答込み） 

お茶の試飲＋ふれあい（休憩時間＋終了後)  
 
 13：00 ご挨拶 
 13：10～14：50 5人のお話を聴く 
 14：50～15：20 休憩（お茶の試飲＋ふれあい） 
 15：20～17：00 5人のお話を聴く 
 17：00～17：10 ご挨拶 
 17：10～ 休憩（再びお茶の試飲＋ふれあい） 
 
話題提供者（敬称略） 
 山口聡（愛媛大学農学部花卉育種研究室） 
  「土佐在来ちゃ樹の来た道、行く道」 
 西岡克己（中国茶芸バンブー茶館） 
  「中国茶の話」 
 黒橋由加里（日本茶インストラクター） 
  「阿波の山茶」 
 森木弘道（森木翠香園社長・高知県茶商組合長） 
  「茶商からみた土佐茶」 
 小島一郎（高知県茶業試験場） 
  「茶業試験場での研究とインストラクター体験」 
 
 岡林光治（佐川町茶農家） 
  「茶農家の 1年」 
 脇博義（農業生産法人脇製茶場） 
  「山茶に学ぶ村ぐるみ無農薬栽培」 
 国友昭香（国友林業） 
  「有機無農薬栽培の山茶づくり」 
 鮑遠清（JA コスモス佐川支所 果樹・茶担当） 
  「茶園施肥窒素削減の取り組み」 
 水谷利亮（高知短期大学・土佐学協会理事） 
  「佐川町の花番茶」 

（土佐のお茶研究会 座長：坂本 世津夫） 
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研究会活動の日程 

●「土佐酒学研究会」           ●「土佐のお茶研究会」 

       2008 年 3 月 10 日（月）19:30～21:00       2008 年 3 月 13 日（木）18:00～19:30 

 

     ●「絶滅危惧の産業と文化の研究会」      
    2008 年 3 月 13 日（木）19:30～21:00 

   
                      ※研究会の場所 

                     「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 

      

  ★4 月は「土佐学大会」開催月のため、各研究会は予定しておりません。 

  ☆デジタルアーカイブ研究会については、上記の開催日程をご参照ください。 

 

 

今後の「理事会」の日程 

 今後の理事会は、下記の日程で開催します。 

理事を含め関係者のご出席をよろしくお願い申し上げます。 

    

   2008 年 3 月 10 日（月）17:30～19:30      場所：「まちの駅」２Ｆ 

   2008 年 4 月上旬開催予定 

    

 

 

 

 

 

編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感動の第 1回土佐学大会から早 1年がたとうとしています。今年は 4

月 13 日に開催することになりました。会員の発表の他に、土佐を元気

にしている道の駅の代表者に来ていただき、土佐をもっと元気にするア

イデアをいただきたいと思っています。 

1 月に始まったミニ講演会ですが、講師を引き受けてくださった成田

先生、松﨑先生のお力で、実にすばらしい講演会になりました。私のゼ

ミの学生も拝聴していましたが、どの学生もたいへん刺激されたよう

で、2 回生の一人は卒業論文で土佐の食文化の研究に取り組むことにな

りました。今後も続けて企画しますので、ぜひご参加ください。 

3月 4日の昭和 30年代の土佐の「おきゃく」は実に楽しみです。滅多

にない企画ですので、ぜひ奮ってご出席ください。ちなみに私は夫婦で

参加することにしています。 

                    （編集担当：清原泰治）

土佐学協会事務局 

〒７８０－０９５５ 

高知市旭天神町２９２－２６ 

電話：０８８－８４０－１１２１ 

FAX ：０８８－８４０－１２２３ 

事務局対応曜日と時間： 

火曜・金曜 午前９時 ～ 午前 11時（岡本） 

緊急対応：電話（０８８－８４０－１１２１） 

内線３３０（山本）、６４２（高畑） 
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(大会事務局 FAX 088-873-2895) 

第２回土佐学大会参加申込書 

第２回土佐学大会に参加しますので申し込みます。 

  演題(テーマ)：※発表される方のみ記入してください。 
 

氏名(ふりがな)
ふりがな

氏名： 

 

  共同研究者氏名(ふりがな)
ふりがな

氏名：※発表される方のみ記入してください。 

    ① 

    ② 

    ③  

    ④ 

    ⑤ 

  

  住所： 

 

  連絡先(電話番号等)： 
 

  所属(勤務先等)： 
 

   懇親会： ※いずれかに○をお願いします。 

      参加する    参加しない 
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＜発表要旨の書式例＞ 

 

テーマ 

氏名 

（所属） 

 

本文 

※左右の余白を２０㎜以上空けてください。 


