
 1 

土佐学協会

NewsLetter 

No.9  

2008 年 8 月 

 

祝!! 坂本副会長と松﨑顧問の变勲の祝賀会！ 

 ニュースレター第 8 号で既報のとおり、このたびの春の变勲で、坂本正夫副会長が「旭日双光章」

を、松﨑淳子顧問が「瑞宝中綬章」を受章されました。 

7 月 6 日日曜日、三翠園において坂本副会長の祝賀会が開催されました。 

8 月 3 日日曜日には、同じく三翠園で松﨑顧問の祝賀会がありました。 

ともにたいへん盛大な祝賀会で、お二人のご功績の大きさを改めて認識するところとなりました。 

 

坂本副会長、松﨑顧問にお祝いを申し上げるとともに、今後の益々のご活躍を祈念いたします。 

 今後とも、ご指導くださいますよう、よろしくお願いいたします！ 

 

 

◆土佐学協会事務局を移転しました◆ 

 8 月 1 日付で、土佐学協会の事務局を移転いたしました。 

 (1)新事務局の連絡先は以下のとおりです。 

  〒780－8515 高知県高知市永国寺町 5－15  

          高知女子大学文化学部副手审 

           TEL 及び FAX：088-873-2764 

            e-mail：tosagaku@el.kochi-wu.ac.jp 

  

(2)事務局の移転に伴い、事務局対応時間は以下のとおりとなります。 

◆月曜日～金曜日  9 時～17 時 

  

 (3)事務担当は、臼杵(うすき)典代さんと海地(うみじ)香奈子さんにお願いしています。 
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「土佐のアーケード街」が一夜限りの「土佐の博覧ｲﾍﾞﾝﾄ会場」に！ 

『土佐学で秋の収穫ワンダーランド』！ 

10 月 26 日（日）18 時より開催予定！ 

 

前代未聞の凄いイベントが遂に实現予定です！「土佐学協会」と、お酒の楽しさを伝えるプロフェ

ッショナル酒屋の集まり「土佐酒道会」が夢のコラボレーション！「協同組合帯屋町筋次世代委員

会」らの商店街組織や「土佐伝統食研究会」や各地の「道の駅」らとも連携し、「土佐のアーケー

ド街」が一夜限りの､食とお酒を中心とした「土佐の博覧会」イベント会場と化します！ 

 

●食コーナー（立食）：「土佐学協会」や「帯屋町筋次世代委員会」らが中心となり、土佐の秋の食

や伝統食、市内では入手困難な県内「道の駅」各所の人気食品等を提供予定。 

 

●酒コーナー（立飲）：「土佐酒道会」８店のプロの酒屋が中心となり、土佐の地酒や焼酎、土佐に

関連したり土佐の風土や食に合ったビールやカクテルやワイン等を提供予定。 

 

●土佐学展示コーナー：食べながら飲みながら、楽しく土佐を学ぶことが出来ます。 

 

そして、食もお酒も全てのメニューが１品 400 円（前売りチケットは 2,000 円で 6 品が購入でき、 

1 品分お得！）の予定。これは参加しないと、きっと後悔することになるでしょう！ 

 

詳細は決定次第あらためてご連絡させていただきますので、是非皆様奮ってご参加ください！ 

 

（担当：竹村理事長） 

 

 

『土佐学で秋の収穫ワンダーランド』 

～第２回土佐学研究集会「秋の収穫祭」～ 

＜日時＞ 平成 20 年 10 月 26 日（日）18:00～20:30（予定） 

＜会場＞ 「帯屋町 2 丁目商店街」にての開催を検討中。 

＜会費＞ フード・ドリンク全て 1 品 400 円予定 

     前売りチケット 2,000 円（6 品分の購入券付き）予定 

＜主催＞ 土佐学協会 土佐酒道会 

＜協力＞ 協同組合帯屋町筋次世代委員会 帯屋町 2 丁目商店街 

土佐伝統食研究会 道の駅とおわ(交渉中)・・・・等々 
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☆ 新連載・リレーエッセイ☆  

「私が見つけた土佐のえいところ・もの」(第 1 回) 

 

「日曜市から空想お城下町歩き」 

大野加惠(㈲生活創造工房取締役・土佐学協会理事) 

 

 確か数年前のこと。或るパンフレットに書かれた『土

佐の日曜市は三百余年の歴史があり…』という言葉に目

がとまりました。妙にオカシイ…。確か、明治元年は 1868

年。当時はまだ太陰暦だったはず…。 

 気にかかった事は何でも調べてみたい性分。まず、い

つ、日本が太陽暦に変わったのか…を調べてみました。

1873（明治 6）年に太陽暦に改暦しています。と言うこ

とは…まだ百年余り。はて、さて、何で三百余年…？と

調べているうちに、「空想お城下町歩き」の面白さに気

が付きました。そこで、私の「空想お城下町歩き」を紹

介したいと思います。 

 日曜市ならぬ、土佐の「街路市」の始まりは、1690（元禄 3）年に高知城

下の朝倉町
あさくらまち

、蓮池町
はすいけまち

、新市町
しんいちまち

の三つの町に定期市が認められたことによるそ

うです（町名は当時）。現在は、電停の名前で蓮池町が残るのみですが、朝

倉町は現在の南はりまや町１丁目周辺、蓮池町は追手筋の東延長線上の道路

の両脇辺り、新市町は現在のはりまや町で蓮池町の南側辺りです（高知市が

旧町名案内板を設置しています）。 

 朝倉町は城下町建設の時に、土佐郡朝倉村の市町
いちまち

を移した事に由来する町

名で、乾魚の専売特権を得て各種商人が住んでいた町。蓮池町も城下町建設の時に高岡郡蓮池村から住

民を移住させてできた事に由来する町名で、土佐の三豪商の一人と言われた佐野屋等の大商人が住んで

いた町。そして新市町は、朝倉町や蓮池町よりも古く、長宗我部元親が高知に城下町を作った時に、元

親の旧城下（岡豊）の市町から住民を移した事に由来する町名。櫛屋や酒屋等の商人が多く住んでいた

そうです。 

 なんだか、こういう事が分かっただけで、いつも見ている町並みが違って見えて、蓮池町や新市町周

辺を散歩していると、前掛けをつけた丁稚さんがヒョッコリ出てきそうな気がします。 

 「日曜市」と呼ばれるようになったのは、1876（明治 9）年に、本丁筋
ほんちょうすじ

で市がたつようになってから

ですが、この頃は、自由民権運動が盛んな頃です。そんな事を考えていると、板垣退助や片岡健吉等が

餅や饅頭を買いゆう姿や、楠瀬喜多が買い物籠片手に田舎コンニャクを買いゆう姿が見える様な気がし

ます。 

 その後、1903（明治 36）年に、本丁筋に土佐電機鉄道の電車軌道がつ

けられたので帯屋町筋に移転。面白いのは、本丁筋から「どこに行こう

か…」という日曜市を、帯屋町筋の商店街が顧実を呼ぶために誘致した

日曜市の風景 

旧町名案内板 
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ということ（当時の帯屋町筋商店街は閑散とし病院が多く立ち並んでいたそうです）。移転直後に日露

戦争での勝利。日曜市効果だけではなく、戦勝ムードで閑散としていた帯屋町筋も盛り上がったのでは

なかろうか…と思います。そして、太平洋戦争、終戦。帯屋町筋も日曜市の力を借りなくても集実がで

きる様に成長し、1946(昭和 21)年に日曜市は追手筋に移転していますが、なんと昭和 30 年代には街路市

の移転廃止運動というのも行われています。 

 さすがに三百年余り前からズーッと追手筋で日曜市がたっていたとは思っていませんでしたが、調べ

てみて場所の変遷に「へー」と思いました。追手筋に日曜市がたつようになってから約五十年。意外に

短いというのが实感です。今の賑やかな追手筋の日曜市だけではなく、帯屋町筋そして本丁筋、旧蓮池

町、旧新市町、旧朝倉町と当時の様子を思い描きながら時間を遡るように歩く「空想お城下町歩き」、

いかがでしょうか。又、日曜市に限らず、何かをキーワードにしての「空想・土佐歩き」も面白いので

はなか…と思っています。 

 

☆土佐学協会のイベントに参加しました☆ 

 

「酒造りめざして、いざ田植え！」 

山中梨紗(高知女子大学文化学部 3 回生・土佐学協会会員) 

 

6 月 8 日(日)に「永田農法『山田錦』田植え体験＆交流会」が四万十町（旧窪川町）で行われま

した。土佐学協会会員として、今回は 3 回生の内田(ま)、内田(あ)、山中の 3 人で参加してきまし

た! 

 このイベントは、土佐学協会が、日本名門酒会に加盟する四国各地の酒販店とコラボレーション

して、米作りから酒作り、商品企画、製品化、流通、販売、楽しむ会に至るまでを 1 年間かけて体

験し、新しい土佐酒の銘柄まで発売してしまおう というもので、今日はまずその第一歩の田植え

の体験です 

 JR で窪川駅まで行くと、予想以上の人だかり。約 50 名の参加とのことです。車に分乗して、い

ざ‘メイン会場’となる田んぼへ！…どきどきわくわく･･･期待は膨らむばかりです。 

 窪川は標高が高く、県内では比較的田植えの時期は遅いそうです。朝と夜は温度が下がりとても

寒いので、日中との温度差が激しいそうです。ですから、でんぷん質の質がよくなり量も多くなっ

て、おいしいお米が出来るのです！ 

  農家の方からの説明を受け、緊張しながら田んぼに足を踏み入れました。参加者全員が一列に

なり一斉に植え始めます。 初めての田植えは、「面白い！」の一言です。苗の束から３、４本の

苗を取り、田んぼに植えていきます。足場が不安定な泥に、始めはとまどいながらも、見よう見ま

ねで一つ一つ愛情込めて植えました！植える深さは、深すぎても浅すぎてもダメ。なかなか難しい

です。そして苗が全てなくなったら、田んぼの中に苗の束をいくつも放り入れてくれているので、

それを取りまた進みます。植えては前へ植えては前へ･･･その繰り返しが果てしなく続きます。田

んぼの中には蛙やおたまじゃくしが顔を覗かせています。 

 モノを作るということは本当に大変で、並大抵の体力では務まらないと感じました。昔は近所の

皆さんが共同で協力し合いながら田植えをやっていたそうです。人と人とのつながりがあり、支え

あい生きていたのです。現在は、お米を作るだけでは生活が出来ないので、若い人はほとんど地域

外へ出ていく状況だとか。このままだと、今から 20 年したら、会社経営をしながらでないと米作

りは出来ないと関係者はおっしゃられていました。 

 田植えが終わり、公民館へ移動します。続いては待ちに待ったバーベキューです！とっても楽し

みにして来ました。田植えをして、もうお腹もペコペコです。 
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  まずは司牡丹「土佐宇宙酒」で乾杯！軽くさわやかで、日本酒が飲めなかった私でも飲むこと

が出来ました。「おいし～･･･。」 そしてたくさんの食材が並ぶ中、まず食べたのが‘卵かけごは

ん’です。ただの卵かけご飯ではないんです。これは永田農法で作られた卵で、アレルギーやアトピ

ーの方でも食べても大丈夫！これを作るためにスウェーデンまで勉強しに行ったそうです。凄いで

すね。普通なら醤油で食べるところですが、是非塩で召し上がって下さいとのこと。塩!？と驚きま

したが、これが卵の味が生きていて絶品でした！ 

 続いて窪川牛が山盛り待ち構えています。とうもろこし、おにぎり、サラダも・・・そしてお酒。 

食材はどれも新鮮です。お肉はジューシーで柔らかくついつい食べ過ぎてしまいます。とうもろこ

しも甘くて絶品です。 

 交流会では、文字通りたくさんの方と交流することができました！みなさん気さくに声をかけて

くれて、和気あいあいと話すことができました。勉強になる話もたくさん聞かせていただきました。 

 何人かの県外から来られた方々が口を揃えておっしゃっていたことは、「高知はいいものが沢山

あるのに、それを PR するのが下手。」 

 高知には新鮮な魚、農作物、豊かな自然と魅力的なものが沢山あります。しかし、中にいるとそ

ういったものが当たり前になってしまうのかもしれません。宠伝する第 3 次産業も、決してまだま

だ十分とは言えないのだそうです。 

  貴重なお話をありがとうございました。やはり、机上で学ぶだけでなく、フィールドに出て人

と接するといろいろな「声」が聞けていい刺激になります。今回参加することが出来て本当によか

ったです。 

 とても楽しい時間をありがとうございました。 

 次回秋の稲刈りが楽しみです！ 

 

※山中梨紗さんのこの報告は、高知女子大学文化学部地域文化論ゼミのブログ｢ゼミの風景｣

(http://nekketsu-kiyozemi.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/index.html)に写真入りで掲載

されています。 

 

各研究会の活動計画 

●土佐のお茶研究会 

土佐のお茶研究会は、竹村理事長が会長をつとめる「土佐花番茶ブランド化協議会」と協力しな

がらすすめています。この協議会は、昨年度「土佐のお茶研究会」が試作した「土佐花番茶 きび

しいときこそ花が咲くんだよ」のブランド化と将来の量産・販路拡大をめざしながら、土佐茶全体

のブランド化にも貢献することを目的につくられた協議会です。事務局は「土佐学協会」内におい

ており、土佐学協会の会員や、お茶生産者、JA コスモス、佐川町の職員がメンバーです。 

 これまで２回あった土佐花番茶ブランド化協議会に参加して、商品開発の専門家である迫田司さ

ん(迫田デザイン代表)のレクチャーを聞くなどして勉強してきました。迫田さんのレクチャーの詳し

い内容は、このニュースレターに『第 2 回「土佐花番茶ブランド化協議会」で迫田さんの講演ぜよ！』

（竹村理事長のブログより）として掲載されているので、ぜひご一読ください。たいへんおもしろ

いです。 

 今後も、土佐花番茶ブランド化協議会と協力して、迫田司さんによる商品開発や地域づくりの専

門的アドバイスをえながら、「土佐花番茶」のブランド化に向けて取り組んでいきます。 

  （座長 水谷利亮） 

 

●地域文化デジタルアーカイブ研究会 

『土佐のくらしを記録する－第二回地域文化デジタルアーカイブ講座』が進行中です。 
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また、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。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。      (座長：大野加惠) 

 

＜研究会の日程＞ 

原則第 4 水曜日 18:00～20:00 实施 

平成 20 年 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 

◇場所はすべて高知女子大学永国寺キャンパス地域創成センター 

 

＜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） 

 

 

●土佐酒学研究会 

心に残る貴重な体験！土佐の米どころ四万十町で、永田農法「山田錦」の稲

刈り体験＆酒名検討会＆交流会を開催！ 

「土佐酒学研究会」土佐酒を俯瞰的に捉える活動＜第 2弾＞の予定 

 

                        「土佐酒学研究会」座長 竹村昭彦 

 

「土佐酒学研究会」では本年度の活動といたしまして、土佐酒を俯瞰的に捉える活動を实施いた

しております。これは、日本名門酒会（http://www.meimonshu.jp/）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、新しい土佐酒の銘柄まで発売してしまおうという、

ワクワクするような内容です。ここまで徹底した内容は、おそらく全国初の試みとなりますので、

是非できるだけ多く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。 

 

そして、まずはその第 1 弾としまして、6 月 8 日（日）、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したところ、

50 名を超えるご参加者にお集まりいただき、大盛況のうちに終了することができました。ご参加い

ただきました皆様、本当にありがとうございました。あらためて厚く御礼申し上げます。そしてこ

の度、第 2 弾「永田農法による山田錦の稲刈り体験＆酒名検討会＆農家の方々との交流会」を開催

することになりました。「日本最後の清流」四万十川の上流部の風光明媚な、また土佐の米どころ

としても有名な、高知県高岡郡四万十町（旧窪川町）にて、あの永田農法で、酒造好適米の最高峰

である「山田錦」の稲刈り体験と、その栽培農家の方々から直接話しを聴けるという内容、そして

商品化の際の酒名まで検討できるという内容は、滅多にない貴重な体験となるものと存じます。正

式な日程の決定は、稲の状態によりますのでもう少し後になりますが、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ご予定を確保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 3 弾が「仕込み体験」と「販促会議」、第 4 弾が「酒搾

り体験」と「販促会議」、第 5 弾がラベル貼り等の「製品化体験」と「楽しむ会準備」、第 6 弾が
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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ただけますよう、宜しく

お願い申し上げます。 

 

●永田農法「山田錦」稲刈り体験＆酒名検討会＆交流会の予定 

＜日時＞ 平成 20 年 10 月 5 日（日）か 10 月 12 日（日）のいずれか。9：30～15：00 

＜集合場所＞ JR 土讃線・窪川駅 9：30 集合予定 

（参考：特急しまんと 1 号・高松駅発 6：06～高知駅発 8：19～窪川駅着 9：23） 

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

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

       10：00 稲刈り体験 11：30 稲刈り終了・片付け・移動等 

      12：00 酒名検討会 13：30 交流会（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ等・酒あり） 15：00 終了 

    （参考：特急南風 24 号・窪川駅発 15：51～高知駅着 17：00～岡山駅着 19：40） 

 

★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、タオル、着替え（必要なら）等をご用意ください。尚、雨天の場合は稲刈りは中止とな

りますが、代わりに永田農法「山田錦」の稲穂見学を行い、酒名検討会と交流会は实施いたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

 

★「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。 

 

●問合せ先：司牡丹酒造（株）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 

 

 

◆理事会報告◆ 

 

 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 25 回（平成 20年度第４回）理事会 （平成 20 年 5 月 26 日、9:00～11:20、まちの駅） 

 出席者：竹村理事長、坂本副理事長、水谷理事、大野理事、清原理事 

 ①10 月 3 日の「土佐の日」实行委員会から、土佐学協会へ参加依頼があり、坂本副理事長から経過説

明があった。担当を坂本副理事長とし、实行委員会に参加することとした。 

 ②「秋の収穫祭」を、10 月 25 日(土)、26 日(日)の日程で開催する予定である。詳細については、次回

理事会で審議することとし、坂本副理事長と清原理事で、全体の企画案を作成することになった。 

 ③「土佐花番茶」のブランド化について水谷理事より報告。「土佐のお茶研究会」で昨年度試作した

「土佐花番茶」のブランド化を目指すための補助金を、平成 20 年度「高知県県産品ブランド化企 

 画推進事業」の審査会に、｢土佐花番茶ブランド化協議会｣（代表：竹村昭彦）として申請した。 

 5 月 15 日に審査会があり、条件付きながら、補助金が交付されることになった。 

  ④6 月 17 日に開催される「デジタルアーカイブ講演会」について大野理事より報告。出席者勧誘

の協力依頼があった。希望者は大野理事に申し込む。 
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 ⑤「土佐酒学研究会」の本年度活動について竹村理事長より報告。6 月 8 日(日)に四万十町(旧窪

川町)で、永田農法「山田錦」の田植え体験を行う。今回の田植え体験は全体の企画の第 1弾で、

今後は米作り(稲刈り)から酒造り、商品企画、製品化、流通、販売、楽しむ会に至るまで、1

年間かけて体験活動を实施する予定である。最終的には、新しい銘柄の新商品を発売する。 

 

◇第 26 回（平成 20 年度第５回）理事会(2008 年 6 月 16 日 10:00～12:00、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、清原理事 

①土佐酒学研究会が、6 月 8 日(日)に、四万十町で永田農法「山田錦」田植え体験＆交流会を開

いた。 

②土佐のお茶研究会では、「土佐花番茶」のブランド化についての補助金を得られそうなので、

第 1 回の「土佐花番茶ブランド化協議会」を開催する。 

③地域文化デジタルアーカイブ研究会は 6 月 17 日(火)に「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」の講演会を開催する。現在 67 名が参加予定だが、さらに関係者への呼

びかけをお願いしたい。 

④「土佐学年報・第 2 号」配布について、担当者より報告。担当箇所への発送が終了した。 

⑤理事長より「秋の収穫祭」について、「帯屋町筋次世代委員会」と「土佐酒道会」とコラボレ

ーションして、10 月 26 日(日)に開催予定であると報告。詳細については今後協議を進めてい

く予定である。 

 

◇第 27 回（平成 20 年度第６回）理事会(2008 年 7 月 16 日 10:00～12:00、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、清原理事 

①土佐のお茶研究会の活動について報告。平成 20 年度「高知県県産品ブランド化企画推進事業」

の補助金が、「土佐花番茶ブランド化協議会」(代表:竹村昭彦)に対して交付されることになっ

た。8 月 5 日に第 2 回「土佐花番茶ブランド化協議会」を開催する予定。 

②地域文化デジタルアーカイブ研究会の活動報告。7 月 5 日に開催された「第 2 回地域文化デジ

タルアーカイブ講座」の初日は、20 名募集のところ 21 名の参加にて、無事開催された。 

③協会事務局移転について。8 月より、現在の高知学園から高知女子大に事務局が移転する。引

き継ぎ等については出来る限り 7 月中に实施する。 

④「秋の収穫祭」について理事長より報告。10 月 26 日(日)に開催予定で準備を進めている。「土

佐酒道会」の毎年恒例の人気イベント「土佐流・立ち飲みワンダーランド」を、大橋通りにて

開催する予定。各店の立ち飲みブースのテーマは、土佐の地産地消のお酒や、土佐にふさわし

いお酒とする。お酒コーナー8 ブースは、「土佐酒道会」が担当し、伝統食品や酒肴の部分を、

「土佐学協会」と商店街のお店の方々が担当することで協議中である。 

 

◇第 28 回（平成 20 年度第７回）理事会(2008 年 8 月 11 日 11:00～12:40、高知短期大学会議

审） 

出席者：竹村理事長、坂本副理事長、水谷理事、大野理事、清原理事 

①事務局の移転について報告。8 月 1 日、高知女子大学文化学部副手审に事務局を移転した。副

手の臼杵典代さんと海地香奈子さんが事務処理を担当する。 

 ②土佐花番茶ブランド化協議会について、水谷理事から「土佐花番茶ブランド化協議会」につい

て報告。今後はブランド化に絞って協議を進めていく予定である。 

 ③ニュースレターを 8 月末に発行・発送できるように準備を進める。 

   ④10 月 25 日、26 日に「秋の収穫祭」を大橋通商店街で開催する予定で準備が進んでいることに

ついて、理事長から報告。詳細は 10 月上旬に HP に掲載する。必要に応じて、ニュースの臨時

号を発行する。 

  具体的な構想は以下のとおりである。 
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・10 月 25 日から大橋通商店街でパネルを展示する。各研究会はパネル展示を行う。 

  ・10 月 26 日の夜にイベントを行う。 

 ⑤今後の理事会と研究会の日程について協議し決定した。 

今後の理事会及び研究会の日程 

  9 月 22 日 まちの駅 2 階   

17:30～19:30 理事会 

19:30～19:45 土佐のお茶研究会  

19:45～20:30 土佐酒学研究会  

20:30～21:00 地域学研究会  

    

10 月 20 日 まちの駅 2 階  

17:30～19:30 理事会 

19:30～19:45 土佐のお茶研究会  

19:45～20:30 土佐酒学研究会  

20:30～21:00 地域学研究会 

 

11 月 17 日 まちの駅 2 階 

17:30～19:30 理事会 

19:30～19:45 土佐のお茶研究会  

19:45～20:30 土佐酒学研究会  

20:30～21:00 地域学研究会 

 

 

12 月 22 日 まちの駅 2 階  

17:30～19:30 理事会 

19:30～19:45 土佐のお茶研究会  

19:45～20:30 土佐酒学研究会  

20:30～21:00 地域学研究会 

 

 

  ※デジタルアーカイブ研究会については、研究会の報告をご覧ください。 

 

 

   編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

暑い夏ですが、さすがに朝晩はしのぎやすくなってきました。

みなさまお元気でご活躍のこと存じます。 

 ニュースレター第９号をお届けいたします。 

 理事会報告で何度もお知らせしておりますが、今年も｢秋の収

穫祭｣を開催する準備を進めています。最終決定がまだですので、

ご案内をお送りできておりませんが、決定し次第、土佐学協会の

ホームページに掲載しますので、どうぞお楽しみに！ 

                  (編集担当：清原泰治) 

  

土佐学協会事務局 

〒７８０－８５１５ 

高知市永国寺町５-１５ 

 高知女子大学文化学部副手室 

電話及びＦＡＸ：０８８－８７３－２７６４ 

 

事務局対応曜日と時間： 

月～金曜 午前９時 ～ 午後５時 

               (臼杵・海地) 


