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第１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 1回土佐学大会を開催することとなりました。われわれは、この土佐学大会を、
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：「語るぜよ！土佐と土佐学の未来！」 
 
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。 土佐学の未来について、みんなで大いに語り合いましょう！ 
 
２．日時：平成 19年 4月 15日 日曜日 10:00～17:00 
 
３．会場：高知女子大学永国寺キャンパス南学舎 
   〒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)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…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： 
  9:30     受付 
  10:00～11:30 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  
  11:30～13:00 昼食・休憩 
  13:00～13:15 会長挨拶、理事長挨拶   

13:15～13:55 講演「土佐が“保育王国”と言われた時代」 
森岡和子氏(幼児教育談話会会員) 

  14:00～16:20 シンポジウム 「語るぜよ！土佐と土佐学の大いなる未来！」 
          分科会報告 竹村昭彦氏(司牡丹酒造社長) 

「“土佐酒学”の成果と課題」 
            同上  坂本世津夫氏(高知大学教授) 

「“土佐のお茶”の成果と課題」 



            同上  宮川敏彦氏(土佐備長炭研究者) 
「“絶滅危惧の産業と文化”の成果と課題」 
 

          徹底討論「これからの土佐学をどう発展させるか」 
                成田十次郎氏(土佐学協会副会長) 
                坂本正夫氏(土佐学協会副会長) 
                竹村昭彦氏、坂本世津夫氏、宮川敏彦氏 
          コーディネーター 水谷利亮氏(高知短期大学助教授) 
 
  16:20～16:30 休憩 
  16:30～17:00 総会 
  17:30～20:00  懇親会(ひろめ市場) 
 
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「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。ＯＨ

Ｐ、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 50部ご持参ください。 
 
９．第 1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。 
    懇親会を予定しておりますので、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 
 
 
 

以上 



研究会活動のご紹介 
 

●「土佐酒学」研究会 
「土佐酒学」研究会では、全国的にも知られている「土佐酒」について、「ゼネラリスト視点」、「ネクシ

ャリスト（関係づける人）視点」で俯瞰的に調査研究し、「土佐を元気にする」という「ソリューション（解

決策）視点」で編集し直し、生活に身近で誰にでも理解される「生活者視点」で、発表していきたいと考えて

います。「土佐酒」の中から、活力の源となるような「誇り」を持てる物語を、どれだけ探し出せるか、楽し

みでワクワクしています！ （座長 竹村昭彦） 
 

 

●「土佐のお茶」研究会 
  昔から土佐のお茶は最高の品質でした。特に、仁淀川町（旧仁淀村、吾川村、池川町）のお茶は最高ですが、

原料は静岡に送られて静岡茶ブランドで世の中に出ています。仁淀川町のお茶が素晴らしい理由は、昼と夜と

の寒暖差が大きく、仁淀川から上る霧がお茶の栽培（品質）に適しているからだと思います。しかし、急峻な

地形に植えられているお茶は、高齢化が進む町にとっては、維持・管理が難しい状況にもなっています。仁淀

川町だけでなく、大豊町の碁石茶、四万十のお茶などもあります。「土佐のお茶」研究会では、生活・文化の

中でのお茶の役割、お茶の特性、「土佐のお茶」ブランド化などについて、俯瞰的・総合的に研究を始めたい

と思います。 （座長 坂本世津夫） 
 

 

●「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
「絶滅危惧」というと、滅びゆく動植物の意味でよく使われますが、土佐学では地域の産業や技術、文化な

どについて考えます。 

「絶滅危惧」は象徴的表現であって、本当は、未来に伸ばしたい「希望」を目ざすものです。「大変だ、大

変だ」ではなく、伝統的な産業や文化について、くらしの中で守り育てたい、みんなががんばれる課題を研

究し、実践できるものを探っていきましょう。地域を広く見渡し、短期・中期にどのようなことができるの

か、住民や地域の共同で取り組める課題を考えます。気長く、楽しくやることです。実践や提案、希望、先

行研究をお持ちよりください。 （座長 宮川敏彦） 
土佐学協会事務局の他、宮川宛にご連絡下さっても結構です。 

〒780-8074 高知市朝倉横町 6-30-3  TEL・Fax 088-843-1963 宮川敏彦 

 
 
「研究会」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！」より抜粋しご紹介させていただきます。 
ブログには、研究会だけでなく理事会の様子なども詳しく書かれております。 
是非、ご覧ください。http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/ 

 

 

第 2回「土佐のお茶研究会」と「絶滅危惧の産業と文化の研究会」ぜよ！（2007 年 01 月 19 日） 

 
大橋通りの「まちの駅」の 2階で、ワシが理事長を務めゆう「土佐学協会」の 2つの研究会、「土佐のお茶研

究会」と「絶滅危惧の産業と文化の研究会」の第 2回目やったがよ。ちなみに、「土佐学協会」発会集会につい

ちゃあ「10月 16 日」と「10 月 17 日」のブログを、前回の「土佐のお茶研究会」と「絶滅危惧の産業と文化の研

究会」についちゃあ「12月 9 日」のブログを、ご参照くださいや。 

 

 まずは「土佐のお茶研究会」。座長の坂本世津夫先生を筆頭に、7人のメンバーが

集まって開催されたがやき。 

 まず坂本先生からの報告。県の茶業試験所に連絡をしてみたところ、高知の放棄茶

園の現状らあも把握できちゅうらしゅうて、どこのお茶がどういう状況からあも分か

るようで、大抵の資料は揃うちゅうようながよ。また、各地の村史や町史らあにも、

お茶の製造を始めた経緯や、どうやって作られよったからあも、書かれちゅうみたい

なき、そういう調査方法もあるみたいながやき。ほんで来月初旬ばあに、茶業試験所

や各町村らあに、数名のメンバーで実際に行ってみようっちゅうことになったがぜよ。

さてその後は、メンバーの皆さんから議論や話題が百出。大体以下のような内容やったがやき。 

 

●田坂広志さんの「これから何が起こるのか？」っちゅう書籍（「12 月 27 日」のブログ参照）に書いちゃある内

容が、こぢゃんと参考になる。今後の「ウェブ 2.0 革命」の中で、土佐茶のブランド化は可能になっていくがや

ないか。また、お茶っちゅうもんだっけやのうて、その楽しみ方や入れ方や道具や周囲のもんと一緒に「商品生

態系」をつくって、ライフスタイル提案をしていくべきやないか。 



●茶道の中に、おいしいお茶の入れ方とか楽しみ方らあのヒントがあるがやないか。ちなみに華道にゃあ 3000 ば

あの流派があって、そのうち 20 ばあは、文科省が芸術的価値を認めちゅうがやと。 

●高知のお茶屋さん「森木翠香園」さんらあに聞きゃあ、土佐茶の楽しみ方や効用らあも分かるがやないか。 

●山登りらあの際、途中の道端のお茶の木の枝を取っちょいて、それを焚き火で焙って山の水でお茶をいれりゃ

あ、こぢゃんと美味しい。ところが、それを平地でやったち、あんまり美味しゅうない。山の水がお茶を美味し

ゅうするがやないか。ちなみに、針葉樹林の水じゃあお茶はあんまり美味しゅうのうて、広葉樹林の水でお茶を

いれたら美味しいようながよ。 

●他県にゃあ、お茶と塩昆布とか、お茶と野沢菜漬けとか、「お茶うけ」の生活文化がある。高知にゃあそうい

うもんはないがか？ないがやったら、高知らしいもんで、何が合うがか？ 

●コーヒーや紅茶をいれるがは、温度や入れ方らあが比較的簡単やけんど、お茶はモノによって温度や入れ方ら

あが様々に違うちょって難しいき、ベットボトルのお茶らあに取って替わられたがやないか。 

●インターネットの通販で一番最初に成功したがは紅茶。それは軽いし、破損したりせんし、比較的単価がはる

きながやと。お茶もネット販売向けやないろうか。 

●お茶の葉らあを様々にブレンドして、個人仕様にして楽しむっちゅう文化がある。個人のオリジナル茶を作り

ますよっちゅう提案も可能やないか。 

●「自分で茶をいれる贅沢！」っちゅうキャッチコピーらあは、雑誌「サライ」の特集のテーマになりゃあ人気

になりそう。 

●旧東津野村の曙茶は、こだわっちょって美味しい。 

●「土佐学」は行動学や。実際に現場に行ってみたり、ライフスタイルらあも体験してみたりしていくべき。そ

んな活動は、会員獲得にもつながるがやないか。 

●大会らあで、実際に様々な茶葉や水や温度らあで、また「お茶うけ」らあと一緒に、利き茶してみるがもえい

がやないか。土佐酒もツマミとかと一緒に利き酒したりも面白い。 

●年報は、顧問の先生方の寄稿文、会員の論文、研究会の経緯らあをまとめりゃあえいがやないか。 

●山師は、どんな大雨やち、茶ビンを持って行って、木の枝を削り、火をつけ、必ず茶をいれる。生水らあは飲

まん。高知はお茶をよう飲む県民やないろうか。 ペットボトルの甘いジュースばっかし飲みゆう若者は、持久力

がのうなるし、考える力も弱うなる。最近やっとペットボトルらあでもお茶の人気が出てきた。確 かに本来お茶

はいれるもんやけんど、ペットボトルのお茶も一部肯定すべきところもあるがやないか。 

 

 さて続いては、おんなじメンバーで「絶滅危惧の産業と文化の研究会」。まず、座

長の宮川敏彦先生のご著書「記録土佐の炭 1995-2006」が発売されちょって、
その本をワシも購入さいてもうたがやき。 

 

 さて、宮川先生からの提案は、土佐備長炭しかりで、まだまだちくと頑張りゃあ再

生できる産業や文化があるがやと。いろんな方々らあと協力し合うて、絶滅をちっと

でもくい止めることができりゃあせんかっちゅうことやったがやき。ほんで今後は、

ある程度みんなあが知っちょって、ちくと頑張ったら絶滅せんですむようなもんから

取り上げてみたいっちゅうことやったがよ。 

 まずは「土佐和紙」。土佐市といの町の手すき和紙の現場らあを回って、実際に作り方らあを知って、実態を

つかむことから始めたいっちゅうことながやき。もうひとつは、高知独特のもんが多い「海の文化」を取り上げ

たいっちゅうことやったがぜよ。 

 

 さて、研究会のメンバーにゃあ、県の紙業試験所におられた浜田先生がおられ、今回はワシらあに、土佐和紙

について、様々なレクチャーをしてくださったがやき。 

 

●絶滅危惧たぁいうけんど、和紙全体としちゃあ、障子やフスマ、日本画の紙や書道の紙、文化財の修復らあに

使われよって、手すき和紙やないとイカンっちゅう文化があるき、必ず残ってはいくろう。 

●土佐和紙ならではの特徴は、コウゾを使うた紙が最高に上手やということ。確かに今は、機械でもほとんど同

じもんができるけんど、長い月日の中でみりゃあ、差が出てくるがよ。 

●土佐ならではの和紙の中に、「土佐典具帖紙」っちゅう世界一薄うて強い紙があ

ると。これの手すきで有名な濱田幸雄さんは、人間国宝。かつて「土佐典具帖紙」

は、タイプ印刷の紙らあによう使われ、世界中に輸出されよったがやと。それが今

は、ちぎり絵らあばあにしか使われやあせん。こりゃあまっこともったいないがぜ

よ。 

 

 その後は、様々な意見や議論らあが足るばあ出され、こぢゃんと盛り上がったが

やき。 

 

●「土佐備長炭」にしたち、「土佐和紙」にしたち、それで「食えるかどうか」が一番の問題やないか。 



 

●高知は、原材料や 1次産品らあの供給県ではあるけんど、そっから先、気のきいたもんに加工して付加価値を

付けるっちゅう部分が、こぢゃんと苦手。これは、もう何 10 年も前から言われ続けゆうけんど、なんで今でもそ

うながか？ 

●高知県人は、なんで気のきいた付加価値をつけることが苦手ながか。 

・これほど研究熱心やない県はない。 

・他県に学ぼうっちゅう姿勢がない。 

・他県に出ていったら帰ってこん。 

・人の話しを聞かん。 

・気にいらんかったらスッとやめる。 

・DNA の中に、衰退文化が内包されちゅうがやないか？ 

 

 なんか土佐人批判みたいな話しになりよったけんど、その上で、ほいたらどうすりゃあえいかっちゅう話しな

がよ。昭和 30年から 60年までの間の高度成長期に、高知からは 72万人もの人が出ていってしもうちゅうがやと。

けんど、考え方によっちゃあ、それっぱあ高知から出ていった人がおるがやったら、

そのほんの 1%の人が帰ってくるだっけで、モノスゴイ効果やないかっちゅうこと

ながよ。そう考えりゃあ、また意識も変わってくるっちゅうもんながぜよ。 

 

 研究会終了後も、いつものご近所「花鶴」（高知市本町 3-2-45 TEL:088-872-3321）

さんで、4人のメンバーが残って「船中八策」を飲みもって、またまた議論や意見

をたたかわいて盛り上がったがやき。 「土佐学協会」も、益々面白いことになっ

ていきそうなきに、こぢゃんと楽しみながぜよ！ 

 

 

「土佐学協会」理事会と「土佐酒学研究会」第 3回ぜよ！（2007 年 01 月 23 日） 
 

 夕方 17 時から、大橋通りの「まちの駅」2階で、ワシが理事長を務めゆう「土佐学協会」の理事会やったがぜ

よ。 さて今回の理事会は、7名の理事メンバーが集まって、まずは各種助成金申請について。これが意外にやや

こしゅうて、時間がかかったがやき。続いては協会のホームページについて。これは来月中にゃあ、ブログを活

用して、費用を最小限に抑えてアップすることに決定したがぜよ。 

 

 そん次ゃあ、4月に開催予定の土佐学大会（仮称）と、同じく 4月に発刊予定の年

報について。これは、ケンケンガクガクいろんな意見が交錯して、なかなかまとまら

んかったがやけんど、なんとか方向性と落とし所が見えてきたがやき。とにかくあと

3ヶ月で、大会準備と年報を仕上げにゃイカンき大変ながやけんど、理事メンバーの

皆さん、よろしゅうお願い致しますぜよ！ 

 

 最後に次回理事会は、2月 13 日（火）17 時から「まちの駅」でっちゅうことを確認して、「土佐学協会ニュー

スレターNO.3」の発刊はそれ以降、すぐに発刊するっちゅうことに決定して、予定通り 19 時にゃあ何とか無事終

了したがぜよ。 

 さてその後は、3名の研究会メンバーが加わった総勢 10 名で、同会場にて、ワシが

座長を務めゆう、第 3回「土佐酒学研究会」が開催されたがよ。ちなみにこれまでの

研究会についちゃあ、「11 月 29 日」と「12 月 19 日」のブログをご参照くださいや。 

 

 まずはワシから、皆さんに以下の資料を配布、説明さいてもうたがやき。 

 

●フリーペーパー「クイッキング・2月号」掲載「旬どき・うまいもの高知」〈2月号〉

原稿（「キビナゴの葉ニンニク風味」と、「その美味しさを倍増させる秘訣」） 

●「エル・ア・ターブル〈NOV.2004〉」〈Foodie's News〉「チーズと日本酒のマリア

ージュ」（田崎真也氏） 

●日本酒本来の風味を崩さない、簡単で美味しい「SAKE カクテル」 

●燗酒嫌いがファンになる！？燗酒の楽しさの伝え方！ 

 

 

 続いては、井上さんから、「Sake を俯瞰的に。結果として支離滅裂か」っちゃう、力の入ったレポートが提出

され、解説していただいたがやき。内容は以下の通りながよ。 

 



【1】Sake の健康への効果 

 ①薬効を活用して「薬局バー」？ 

 ②坊さんがカウンターで悩みを聞いてくれる「坊主バー」がある。 

 ③酒の入浴剤がある。 

 ④説得力を示すことが大事。 

 

【2】Sake は総合産業 

 ・米栽培→第 1次産業 

 ・酒製造→第 2次産業 

 ・提供→サービス業→第 3次産業 

 ・癒し、改善→健康産業→第 4次産業？ 

 

【3】Sake はユビキタス 

 ①時、場所、方法、相手、組み合わせを選ばない。 

 ②酒に強い人から弱い人まで飲める酒 

 

【4】Sake は地域振興に最適な道具 

 

【5】Sake とネーミング 

 ①イメージ 

 ②ネーミング 

 

【6】余談（最近不快に思ったこと） 

・ある居酒屋で焼酎と水を頼んだら、水はプラスティックボトルに入ったボルビィックが来た。 

・結構有名な飲み屋で日本酒を注文すりゃあ、酒器のいくつかにゃあ既にのうなった料理店の名前がついちょっ

た。 

・居酒屋で飲み放題のコースをとった。適当に酔っぱらった頃に酒の質が落ちた（値段の安い酒に）。 

 

 次は原さんから、「土佐酒・言いたい放題！」っちゅう提案があったがやき。様々なテーマで、蔵元や協会会

員や一般の方らあに、アンケート調査をしたり、座談会を開催したりしたいっちゅうことやったがぜよ。 

 

 以降は、皆さんから、土佐酒に対する様々な意見や提案や議論がこぢゃんと出され、またまた大盛り上がり！

およそ以下のような内容やったがやき。 

 

●土佐酒が元気になりゃあ、飲食も、他の関連消費も、地域も、観光も潤う。 

●県内でも地域によって、酒の肴らあの内容が違う。カツオのタタキも西と東じゃあ違う。これらあをまとめり

ゃあ面白い。 

●酒と料理が合うとか合わんとか、そういう組み合わせ自体がどういうもんか分からん人も多いがやないか。そ

んな体験を協会でさせちゃりゃあ面白いがやないか。思わずやってみとうなるような、逆にキモチ悪うなるよう

な、酒と食の組み合わせらあを体験できるとか。 

●美味しい土佐のこだわりの食材と、それにピッタリの土佐酒の組み合わせを作って、通販会社の頒布会らあに

売り込む。楽しみ方や器やテーブルコーディネートまでセットにしたち面白いがやないか。 

●蔵元や協会メンバーや消費者で、土佐酒の周りにある「商品生態系」を考える。その土佐酒を核にした「商品

生態系」丸ごとを PR していきゃあ、高知が元気になることにつながっていくがやないか。 

●「こんな居酒屋で酒飲むな！」みたいなタイトルで、居酒屋らあで体験した嫌な思いらあを集めて、年報に掲

載する。料飲店の意識改革につながるがやないか。 

 

 まっこと、これっぱあアツウに土佐酒を語りゆう皆さんの姿を、他の高知の蔵元のみんなあに見せちゃりたい

もんぜよ。 

 

 締め括りにワシから、当研究会として年報に掲載する内容について、お話しさいてもろうたがやき。まず、こ

れまでの研究会のまとめと、土佐で暮らす生活者にとって日々の暮らしにこぢゃんと役立つ土佐酒の活用法や楽

しみ方らあを掲載予定。 

 

 もうひとつは、土佐の 18 蔵元にアンケートを取って、それを掲載しょうっちゅうことになったがよ。次回研究

会までに、年報の読者が興味を持って読みとうなるような、また役に立って、高知を元気にするような内容を掲

載するためにゃあ、蔵元にどんなアンケートを依頼すりゃあえいか、どんな質問をすりゃあえいかを、皆さん考

えてきていただくことになったがぜよ。ちなみに次回「土佐酒学研究会」は、2月 13 日（火）19 時から、「まち



の駅」2階やき、興味がある会員さんは、是非ご出席くださいや。また、会員さんやのうたち、ご入会いただけり

ゃあご参加大歓迎いたしますぜよ！ 

 

 予定終了時刻の 21 時をチクと回った頃、「土佐酒学研究会」第 3回も無事お開き。

その後は、ワシの都合で、囲炉裏料理「ゆるり」（高知市追手筋 1-3-9-2F TEL: 

088-825-3925）に 5人のメンバーで行ったがやき。美味しい土佐の山の幸と川の幸に

舌鼓を打ちもって、「船中八策」を酌み交わしゃあ、またまた土佐を元気にする話題

で大盛り上がりやったがよ。尚、この「ゆるり」での飲食についちゃあ、「旬どき・

うまいもの自慢会・土佐」（http://tosa-no-umaimono.cocolog-nifty.com/blog/）に

明日アップする予定やき、是非そちらもご覧くださいや。 

 

 

 

「土佐学協会」で土佐茶の調査ぜよ！（2007 年 02 月 07 日） 
 

  ワシが理事長を務めゆう「土佐学協会」の中の「土佐のお茶研究会」に所属しちゅう理事メンバー数名で、土

佐茶の現地調査に行ったがやき。ちなみに「土佐学協会」発会集会についちゃあ去年の「10月 16 日」と「10 月

17 日」のブログを、「土佐のお茶研究会」についちゃあ「12 月 9 日」と「1月 20 日」のブログをご参照ください

や。 

 さて、まずは朝 9時前に、協会の副理事長で「土佐のお茶研究会」の座長を務めゆう高知大学教授の坂本世津

夫先生と、理事の高知短期大学助教授の水谷利亮先生が司牡丹本社まで来られ、ワシと 3人で仁淀川町に向こう

たがやき。ほんでまずは、仁淀川町教育委員会に到着。過去の村史らあを拝見さいてもらい、大野教育長さんの

お話しを聞かいてもうたがぜよ。 

 大野教育長さんからは、予想以上にお茶についてのこぢゃんと面白いお話しが聴けたがやき。ワシが一番興味

を持ったがは、実生活での土佐番茶のお話しやったがよ。お茶は、まず 4月末頃から 5月初旬にかけて一番茶を

摘み、その後二番茶、三番茶らあを摘んで、秋に花が咲く頃に番茶用の茶摘みをするらしいがやけんど、そん時

に花も一緒に摘んだがを、「花茶」っちゅうて呼んだりするっちゅうがやき。また、その摘んだお茶を、各家庭

の釜で焙り、沸騰さいた鉄茶瓶の中に入れて番茶として楽しむがやけんど、その残りのお茶っ葉を保存しちょい

て、2年もん 3年もんらあにして、飲む前にまた焙って楽しみよったっちゅうがぜよ。「2年熟成土佐番茶」とか、

「3年熟成土佐花番茶」らあて、まっこと飲んでみたいと思わんかよ！？ 

 また、生活に密着したお話しとして、農作業中に昼食にしょうかっちゅう時にゃあ、「昼ご飯にせんかよ」た

ぁ言わんと、「お茶にせんかよ」と言いよったと。とにかく、番茶がなけりゃあ、食事は成り立たんばあ、こぢ

ゃんと生活に密着しちょって、なくてはならんもんやったっちゅうがぜよ。このあたりのお話しらあて、「土佐

のお茶研究会」が探しよった、生活に密着した土佐茶文化に、まさにバッチリながよ。こぢゃんといろんなヒン

トがいただけたがやき。大野教育長さん、まっことありがとうございましたぜよ！ 

 

 その後は、高知県農業技術センター「茶業試験場」（吾川郡仁淀川町森 2792 TEL: 0889-32-1024）へ。ここ

で協会の理事の一人、（有）生活創造工房・代表取締役大野加惠さんも加わっての 4名で、「茶業試験場」の木

村場長さんと主任研究員の邑田さんのお話しを聴かいてもうたがやき。まずはサスガ

は「茶業試験場」ながよ。ここで出されたお茶は、こぢゃんと美味しかったがぜよ。 

 

 

 

 

 土佐茶についての資料らあも、高知県茶業百周年記

念誌「土佐茶百年」の複写や、土佐茶の美味しい入れ

方の資料らあをいただけて、こぢゃんと勉強になった

がやき。ちなみに、美味しいお茶（煎茶）の入れ方は、

以下の通りぜよ。 

 

 煎茶を入れる時のお湯は、必ずいっぺん沸騰さいて 80 度ばあに冷まいたもんが適温

で、飲む時の温度は 65 度ばあがえいがやと。ほんじゃき、いっぺん沸騰したお湯を湯

呑み茶碗に入れて湯ざましにするがよ。湯呑みにお湯を 8分目ばあに入れるがやけん

ど、1人分の湯量は上茶で 60ml、並茶で 90ml 程度。湯ざましにする適温は、上茶で

70 度、並茶で 90 度ながやと。ほんで、お茶の葉を急須に入れるがやけんど、茶葉の

量は、1人～2人分で 5g 程度、5人分で 15g 程度が目安ながよ。ほんで、湯ざまししたお湯を急須に注いだらフタ

をして、1～2分ばあ置いて抽出するがやと。長う置きすぎたら、苦味や渋味が出るき、注意せにゃあイカンがよ。

湯呑みに注ぐ時は、ちびっとずつ往復つぎをして、お茶の濃さをそろえもって、最後の一滴まで注がにゃあイカ



ンがやと。尚、二煎目は早うに出るき、やや熱めのお湯を入れてすぐに（10 秒ばあ）注ぐとえいらしいがぜよ。

是非、会社らあで来客の際に、この方法で美味しいお茶を入れて出してみいや。お客さんをお茶一杯で感動させ

ることができるかもしれんぜよ！ 

 

 その後は、煎茶と番茶の

違いらあを聴かいてもうて、

それぞれの実物のお茶っ葉

も拝見。試験場の茶工場や

茶畑らあも見学、ご案内し

てもうたがよ。お昼休み過

ぎまでの長時間お付き合いいただき、「茶業試験場」の皆さんにゃあ、まっこと感

謝感謝ながやき。 

 さて昼食は、4人で中津渓谷「ゆの森」（吾川郡仁淀川町名野川 258-1 TEL: 

0889-36-0680）へ。次の約束まであんまり時間がなかったもんやき、せっかくの渓

谷美を見る間もなく、温泉に入る間ものうて、慌ただしゅう食事をすまいて即移動

やったがよ。大野さんは仕事の都合でここで帰られ、ワシらあは再び 3人で仁淀川

町役場に向こうたがやき。 

 

 仁淀川町役場では、農業振興係長の西森さんと JA コスモス吾川支所長の渡辺さ

んに、いろいろお話しをうかごうたがよ。主に仁淀川町の産業として、「お茶産業

の現状と課題」らあについてうかごうたがやき。やっぱし

お茶農家の高齢化と後継者不足で困っちゅうようながやけ

んど、意外やったがは放棄茶園は少ないっちゅうがよ。放

棄茶園がドンドン増えゆうと聞いちょったき、この点はチ

クと意外やったがやき。案外皆さん、先祖伝来の茶園を大

事にしゆうようながぜよ。 

 

 いろんな話しの中で、ワシが一番興味を持ったがは、「山

里だより」っちゅう情報発信チラシ。旧吾川村時代の 2002

年 10 月から、季節ごとに年 4回、A4 版両面 1枚で情報発信をしゆうっちゅう話しで、2007 年 2 月号で第 16 号に

なるがやと。これがなかなか良うできちょって、思わず興味をひかれてしもうたがやき。 

 

 「ゆの森」の紹介に始まって、「てっぺんトマト」、「竹炭」、「ひょうたん桜」、「幻の銘茶」、「吾川ス

カイパーク」、「アメゴ」、「現代の名工・土佐和紙の紙漉き名人」、「春の味覚・山うど」、「鮎釣り名人」、

「キジ肉」、「山里の文旦」、「中津わさび漬」、「ゆの森・タイ式足裏マッサージ」、「てっぺんトマトのシ

ャーベット」、「木工品・こっばの会」、「シバザクラ」、「よもぎまんじゅう」、こだわり豆腐「水と豆のち

から」、「ブルーベリータルト」、「高齢者いきがい陶芸

教室」・・・。これまで発行された 16 冊をザッと眺めりゃ

あ、こりゃあまっこと、こぢゃんとネタが豊富で、思わず

欲しゅうなってしまうもんがいっぱい紹介されちゅうがぜ

よ。 

 

 「幻の銘茶」は、15 年以上化学肥料も農薬も使わんと自

然のまんまで手摘み茶をつくりゆう名人のお茶ながよ。こ

だわり豆腐「水と豆のちから」は、おからがまったく出ん、

大豆を丸ごと使うた濃厚な豆腐。また、清流の恵み「わさび漬」と春の美味しさいっぱいの「よもぎまんじゅう」

は、例年より早めに、「ゆの森」で販売開始したばっかしながやと。 

 

 こりゃへんしも買いにいかにゃイカンっちゅうことで、仁淀川町役場を出たら即再び「ゆの森」へ。ほいたら、

「わさび漬」と「よもぎまんじゅう」だけやのうて、「幻の銘茶」と「水と豆のちから」もあるやいか！ワシゃ

あ思わず全部買うてしもうたがぜよ。 

 

 ラストの訪問先は、我が故郷・佐川町役場。まずは榎並谷町長さんにご挨拶して、産業振興課長補佐の下川さ

んと和田さんにお話しをうかごうたがよ。佐川町の場合は、放棄茶園がドンドン増えていきゆうがやと。仁淀川

町と違うて、茶園以外に水田らあも豊富やき、佐川の場合は茶園を放棄する人が多いがやないかっちゅうことな

がぜよ。 

 

 



 予定を終了して、佐川町役場を出たがは 17 時半過ぎ。まっこと、たった 1日やったけんど、土佐のお茶につい

てこぢゃんと勉強になったがやき。あとはこれをどうまとめて、どうすりゃあ土佐茶が元気になり、土佐が元気

になるかを、いろいろ考えていかにゃあイカンがよ。これからが、なかなか大変ながぜよ。今回ご参加いただい

た理事の皆さん、またご丁寧に対応していただいた各地の役場、試験場の皆さん、まっことありがとうございま

した。心から御礼申し上げますせよ。 

 

 

 さて、補足。その日の晩は、残っちょった「司牡丹・立春朝搾り」と「中津わさび

漬」で、当然一杯やったがやき。フレッシュでツンとくる新鮮なワサビの辛さと甘酢

の旨みが、こりゃたまるか美味いぜよ！「立春朝搾り」のビチビチしたフレッシュ感

と、まさに絶妙の相性やったがやき。まっこと、土佐の高知にゃあ、まだまだ隠れた

ウマイもんがあるもんじゃのう！ 

 

 

 

 

「土佐学協会」理事会と「土佐酒学研究会」第 4回ぜよ！（2007 年 02 月 13 日） 
 

2 月 13 日は、夕方 17 時から大橋通りの「まちの駅」2階で、ワシが理事長を務めゆう「土佐学協会」の理事会

やったがぜよ。ちなみに「土佐学協会」発会集会についちゃあ、「10 月 16 日」と「10 月 17 日」のブログを、こ

れまでの理事会についちゃあ、「11 月 1 日」「11 月 29 日」「12 月 19 日」「1 月 24 日」のブログをご参照くだ

さいや。 

 

 さて今回の理事会は、6 名の理事メンバーが集まって、まずは「第 1 回土佐学大会」について話しおうたがよ。

初年度は 3月末までの半年間でしめて、4月にゃあこれまでの研究発表や総会らあを行う「土佐学大会」を開催せ

にゃあイカンがやき。ちなみに日時や場所についちゃあ、今んところ 4月 15 日（日）の「高知女子大学永国寺キ

ャンパス南学舎」を仮り押さえしちゅうがぜよ。ほんで、当日のタイムスケジュールや内容等、いろんな意見が

出され、なんとかだいたいの予定が決まったがよ。ちなみに、協会員の方やったら誰やち、一般研究報告（10 分

発表・5分質疑）もすることができるき、「土佐のこんなことがわかったがよ」とか、「こうすりゃあもっと土佐

はようなるぜよ」とかっちゅう内容で、是非発表していただきたいがやき。尚、今月

末頃までに発行される「土佐学協会ニュースレター」に詳しゅうは掲載される予定や

き、そちらをこ参照くださいや。 

 

 続いては、「年報」について。内容は、「目次」「会長・理事長らあの挨拶文」「3

研究会の研究報告」「ニュースレター1号～3号の内容」っちゅうふうに決まったがよ。

今回の「年報」は日数もないき、3 研究会以外の研究報告は掲載せんことになったが

やき。各研究会の研究報告は A4 縦サイズ横書きで 10 枚程度。内容は、小学校高学年

の子供やち理解できるようなレベルでセンテンスを短うに簡潔に、誰でも興味を持っ

て読みとうなるような書き方を心掛けることになったがよ。「年報」の総ページ数は、56 ページ程度と決まった

がぜよ。また、学会みたいな単なる「年報」じゃあイカンきに、思わず手に取って読んでみとうなるような、そ

んなタイトル案を、次回理事会までにみんなあで考えてくることになったがやき。4 月 15 日に予定しちゅう「土

佐学大会」にゃあ、皆さんに「年報」を配る予定やき、こりゃなかなか忙しいがぜよ。 

 

 そん次は、「土佐学協会」ホームページについて。これについちゃあ理事メンバーの大野さんが、既にブログ

で立ち上げてくれちょったがよ。興味がある方は、是非下記アドレスをご覧くださいや。 

 

「土佐学協会」のブログ 

〈http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/〉 
 

 だいたいこんな内容を話しおうて、予定終了時間の 19 時をチクと過ぎて、今回の理

事会は無事終了したがやき。 

 さてその後は、同会場にて、ワシが座長を務めゆう、第 4 回「土佐酒学研究会」が

開催されたがよ。ちなみにこれまでの研究会についちゃあ、「11月 29 日」「12 月 19

日」「1月 24 日」のブログをご参照くださいや。 

 

 さて今回は、「年報」に載せるテーマのひとつ、土佐の 18 蔵に対するアンケート調

査について、話しおうたがよ。前回の研究会にて、「年報」の読者が興味を持って読



みとうなるような、また役に立って、高知を元気にするような内容を掲載するためにゃあ、蔵元にどんなアンケ

ートを依頼すりゃあえいか、どんな質問をすりゃあえいかを、考えてきていただくことになっちょったがやき。

ほんで、研究会メンバーの原さんと井上さんから、沢山の質問項目が上げられたがぜよ。その後は、みんなあで

いろいろ議論しおうて、無記名で集めて全体として集計するための質問と、社名を出して発表するための質問の 2

タイプの質問に分けて考え、それらあを高知県地図に落とし込んで、「年報」に発表しょうっちゅうことになっ

たがやき。あとは、皆さんからいただいた質問案を元に、質問事項を決定するがをワシに一任してもらうことに

なったがぜよ。 

 

 さて、初年度としての「土佐酒学研究会」は今回で終了。来月は「土佐学大会」や「年報」の準備で、いよい

よ 4月 15 日（予定）は「年報」の発行と「土佐学大会」ながやき。協会員の皆さん、いろいろとお手伝いらあを

お願いすることもありますろうき、よろしゅうお願い申し上げますぜよ！ 

 

 さて、21 時前にゃあ「土佐酒学研究会」第 4回も無事終了。その後は 3名のメンバーで、いつもの「花鶴」（高

知市本町 3-2-45 TEL: 088-872-3321）さんで夕食を兼ねて飲んだがやき。そこで飲み食いしもって、いろいろ

と「土佐酒学」について話しよったら、ソムリエの資格も持っちゅう「花鶴」のご主人さんが、「ちくとこのお

酒飲んでみて」っちゅうて、いろんなお酒を利き酒に持ってきてくれだいたがよ。 

 

 そんな中で、お酒とお料理の相性の話しになって、相性がえい悪いを知るためにゃあ、こぢゃんと悪い組み合

わせをいっぺん体験してみにゃあイカンっちゅう話しになり、ご主人が、その最悪の組み合わせ例を用意してく

れたかやき。その組み合わせたぁ、「カズノコ」と「フレッシュ、フルーティなタイプの白ワイン」。まずは自

家製のカズノコをいただく。こりゃこぢゃんと美味しゅうて、日本酒とやりゃあまっことピッタリの相性ながよ。

次に口を洗うて、白ワインを単独でやってみりゃあ、これまた爽やかでフルーティで、まっこと美味いがぜよ。・・・

さて、いよいよカズノコを一口食べて、その白ワインを一口・・・。 んっっ！！げっっ！！こりゃヒドイ！！白

ワインを口に含んだ瞬間、カズノコの中に潜んじょった魚卵の生臭みがこぢゃんと強調されて、口中でイヤーな

感じで膨らんでいくがぜよ！ワシも何年かぶりの体験やったけんど、こりゃもう体験しとうないばあ、最悪の組

み合わせやったがやき。・・・けんど、こういう体験も日常じゃああんまり体験するこたぁないろうきに、なか

なか面白かったがよ。「花鶴」のご主人、貴重な体験をありがとうございました。感謝感謝ながやき！ 

 

 

第 3回「土佐のお茶研究会」と「絶滅危惧の産業と文化の研究会」ぜよ！ 

（2007 年 02 月 16 日） 
 

 大 橋 通 り の 「 ま ち の 駅 」 の 2 階 で 、 ワ シ が 理 事 長 を 務 め ゆ う 「 土 佐 学 協 会 」

（http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/）の 2つの研究会、「土佐のお茶研究会」と「絶滅危惧の産業と

文化の研究会」の第 3 回目やったがよ。ちなみに「土佐学協会」発会集会についちゃあ「10 月 16 日」と「10 月

17 日」のブログを、これまでの両研究会についちゃあ、「12 月 9 日」と「1月 20 日」のブログを、ご参照くださ

いや。 

 

 まずは「土佐のお茶研究会」。座長の坂本世津夫先生を筆頭に、今回はちくと少なめの 4 名のメンバーが集ま

って開催されたがやき。ほんでまずは、当研究会として「年報」や「土佐学大会」に、どんな視点で発表をする

かっちゅう点が話し合われたがよ。大きく分けりゃあ、地場産業としての現状やどんな問題点や課題があるかっ

ちゅう産業的な視点と、生活者が実際にどんなふうに楽しみゃあえいかっちゅうような生活文化的な視点の二つ

ながやけんど、結局その両方ともの視点でまとめろうっちゅうことに決まったがやき。 

 

 また、話し合いゆう中で「緑茶」や「煎茶」や「番茶」等々、いろんなお茶の種類

があるけんど、みんなあ意外とそれぞれのお茶がどういうもんかっちゅう定義みたい

な部分が曖昧やっちゅうことに気づいたがよ。あまりに身近すぎて、案外その定義ら

あは知られちゃあせんこれらあのお茶の種類や用語の解説を、まとめて発表すること

も意義があるがやないかっちゅうことになったがやき。 

 

 続いては、「大学と連携した地域づくり」助成事業に申し込めるがやないかっちゅうことで、水谷先生からの

提案があったがよ。2月 7日に研究会メンバーで、仁淀川町や佐川町の土佐茶の現地調査に行ったがやけんど、そ

こでの番茶の話しや、佐川の放棄茶園の話しらあを重ね合わせ、土佐学協会や高知の大学、高知県庁や佐川町や

JA らあが連携・協働すりゃあ、「花番茶の里づくり事業」が可能になるがやないかっちゅうんが、水谷先生の提

案ながぜよ。ちなみに土佐茶の現地調査についての詳しゅうは、「2月 8日」のブログをご参照くださいや。 

 

 水谷先生の提案は、こぢゃんと面白うて、こりゃイケるがやないかっちゅう気になって、ワクワクしてくるが

やき。当然まだ案の段階やき、今後佐川町や大学側らあに問い合わせて確認してみんとどうなるか分からんし、



また「番茶」っちゅうもんの市場性らあも調べてみんとイカンっちゅう話しも出されたがよ。けんど、これから

の時代の消費リーダー団塊の世代にゃあ、番茶は懐かしい味として受け入れられるがやないかっちゅう意見も出

されたりして、ワシもこりゃあイケるがやないかと思うちゅうがぜよ。 

 

 さて続いては、おんなじメンバーで「絶滅危惧の産業と文化の研究会」。まずは座

長の宮川敏彦先生から、「絶滅危惧の産業・技術・文化などについての考え方」（研

究の視点について）っちゅう資料が出され、お話しがあったがよ。内容は、以下の通

りやったがやき。 

 

「絶滅危惧の産業・技術・文化などについての考え方」（研究の視点について） 

①絶滅危惧とは、「絶滅するがやないかと心配し恐れる」っちゅうこと。実際にゃあ

絶滅の危機にひんしちょったち、誰っちゃあから危惧されてなけりゃあ、「絶滅危惧」やないっちゅうこと。 

②ワシらあが望むことは「危惧から未来あるもんに」。 

③危惧からの再生・発展の原動力は、主体となる地域や住民。 

④主体となる人々を応援し、ともに考え、道を拓いて行くがが基本になる。 

⑤主体のないところにゃあ、再生・発展の力は困難である。 

⑥主体があって、課題を持っちょって、要求が明らかなとき、研究の側から適正な協力や支援が可能となるがよ。

「絶滅危惧」にゃあ三段階あるがやないか。まず「なんともならん」、次に「なんとかせにゃイカン」っちゅう

希望、そして「どうすりゃあえいか」と考え始める。 

⑦本当の社会的意味での「土佐の・・・」における「絶滅危惧」は、あんまり多うはないがやないか。絶滅が危

惧されゆう産業や文化の側が、危惧しちょらんっちゅう現実をどう考えるがか。 

 

 ほんで宮川先生は、いくつか例を挙げて、課題を整理してみろうっちゅうがぜよ。室戸の備長炭は、なんでう

まいこといったがかとかを整理してみて、そのやり方を他に応用できんかを考えてみるっちゅうことながよ。ほ

んで、その絶滅が危惧されゆう側の人らあから、「研究してもうて力が出た、励まされた」っちゅうて言われる

ようにならにゃあイカンと、宮川先生は言われるがぜよ。 

 また宮川先生は、土佐備長炭を焼きゆう人らあに、先進地である和歌山を見にいこうっちゅうて何度も何度も

誘うたけんど、なかなか動いてくれんかったと。 ほんで、20 年目にして初めて和歌山に見学に行って、その細か

い作業に彼等はタマゲたっちゅうがやき。「木ばっかり焼きよったらイカン。心を焼かにゃあ！」と言われたっ

ちゅうがよ。つまり、自分一人だっけ良うたち、全体のブランドにゃあならんと。仲間の中で落ちこぼれそうな

人がおったら、助けちゃって、教えちゃって、全体として品質が安定するように努力せにゃあイカンっちゅうこ

とながぜよ。 

 このお話しから、高知県人の県民性の悪い点が、みんなあから次々と出されたがやき。とにかく、他人から学

ぼうとせん。工夫がない。他人から助言されたち聞かん。しつこう言うたらすぐ投げ出す・・・。こんな悪い点

を直すことが、実は「絶滅危惧」を復活させるがに一番必要なことやないかっちゅう結論になったがぜよ。また、

高知じゃあ「人材」こそが一番の絶滅危惧やっちゅう話しまで出されたがやき。 

 その後も、いろいろ議論や意見が百出したがやけんど、最後に宮川先生から提出されたもう一つの資料を、簡

単にご紹介しちょくぜよ。 

 

 

『「絶滅危惧」の産業と文化を考えるために』（資料紹介） 

●はじめに「京阪の人々評して、土佐の名物は足軽と鰹節」（幕末）といわれた。今は？今も？ 

●近世社会の土佐・・・産業と流通（「高知県の歴史」〈山川出版社・220 頁〉より） 

●土佐の名産品（「図説・高知県の歴史」〈河出書房新社・159 頁〉より） 

●戦後高知県の産業構造の変化・・・高知県の産業構造（「高知県の歴史」〈山川出版社・309 頁〉より） 

●高知県第一次産業における「絶滅危惧」種（代表三例） 

 ①和紙 

 ②白炭（土佐備長炭） 

 ③鰹節製造・加工 

●文化面での「絶滅危惧」種・・・代表例は「神楽」や「祭り」など。 

 

 とにかく、ワシらあの目指すくは、高知県を元気にするっちゅうことやき、今絶滅が危惧されゆう産業や文化

が、たとえひっとつやち、復活に向こうて一歩踏み出してもらいたいと切望しちゅうがぜよ！ 

 

 

研究会は、まだまだ続く・・・。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動方針 
 

土佐学協会では、毎月１回、理事会を開催し、

予算や活動計画を審議しております。詳細につい

ては順次、NewsLetter 等でご報告しておりますが、

ご提案などございましたらお気軽に事務局までご

連絡ください。 

新年度、4 月 15 日には第１回土佐学大会を予定

しております。テーマは、「語るぜよ！土佐と土

佐学の未来！」です。平成 18 年度の年報もお渡
しする予定です。平成 19 年度は、研究会・公開講

座等の開催、地域との連携など、どんどん活動を

活発化させていきたいと考えております。 

また、平成 19 年度から Web を活用した情報発信

も検討しておりますが、暫定的ではありますが、2

月より「土佐学協会」ブログができております。 

研究会の開催など、詳しい内容（スケジュール

等）につきましては、ブログをご覧いただくと共

に、お気軽に事務局までお問い合せください。 

「土佐学協会」のブログ 

  〈http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/〉 

 
編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 
 

 

 

 

 

 

土佐学協会が発足して早くも半年が経過しました。平成 18年度は、土佐学
協会の活動基盤を固めることと、３研究会の運営で明け暮れました。現在は、

４月に開催されます「第１回土佐学大会」の準備や「年報」の作成が行われて

おります。大会運営は清原さんに、年報は水谷さんに、そしてＷｅｂ（ブログ）

などの情報発信は大野さんにお世話になっております。柿内さん、山本さん、

高畑さん、岡本さんなど事務局スタッフも一丸となって、取り組んでおります。

 忙しい中も、全ての理事会・研究会の報告をブログで公開してくださってお

ります、竹村理事長にも、本当に感謝です。 来年度は大きく飛躍しましょう。

（編集責任：坂本世津夫）

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） 

「土佐学万能地図」（仮称）のネタ（種）募集について 
 

高知県のさまざまな名所や産業や文化、あるいは特徴的な気象などについて、高知県地図

に落としこもうという事業を計画しています。誰がどのようにして実現するのか、という問

題はありますが、12 月 18 日の理事会で、毎回、理事会のたびに情報をみんなで持ち寄って、

少しずつ（チビッとずつ）完成させろうということになりました。 

ニューズレターでもネタ（種）を募集したりして、毎年「年報」に掲載していこうという

ことになりました。 

一人一人が情報を持ち寄ることで、大きなことができます。 

是非、ご協力を宜しくお願い申し上げます。 

 

地図に落とし込みますので、正確な場所（地図上の正確な位置）と項目（内容）が必要に

なります。是非、色々な情報を事務局までお寄せください（Fax でもＯＫ）。 
 

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 


