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土佐学協会NewsLetter 
No.4 

2007 年 5 月 
 

「土佐学協会」主催 「第 1回土佐学大会」ぜよ！ 

第１回「土佐学大会」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/ 

 4 月 15 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 1回土佐学大会」やったがぜよ。ちなみに「土佐学協会」の発会集会についちゃあ、昨年の「10 月

16 日」「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」「2月 15 日」「3月 14 日」「4月 3日」のブログをご参照くださいや。 
 

 ほんで「第 1回土佐学大会」は、高知女子大学永国寺キャンパス南学舎で、朝 10 時から開催されたがやけんど、

実はワシゃあ昨日のブログの通り、前日は東京出張やったもんやき、朝 1番の便で帰って来たけんど、ちくと遅

刻しての参加やったがやき。ご参加者は、みんなあで 35 名ばあやっつろうか。 
 

 さて、「第 1回土佐学大会」の大会テーマは、「語るぜよ！土佐と土佐学の未来！」。

趣旨と目的は、「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！」っちゅうことやったがよ。 
 

 まずは 10 時から 11 時 40 分までが、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」っちゅうテーマで、15 分発

表の 5分質疑っちゅう形式で、以下の 5名の方々が発表されたがやき。 
 

●「土佐学と焼畑復興運動～カンカンミンガクと文化環境学の発想～」:橋尾直和氏（高知女子大学准教授） 

●「高知の産業遺産と地質遺産に目を向けよう」中西穂高氏（高知県副知事） 

●「絶滅危惧植物（ベニオグラコウホネ・ナガエミクリ）の生態環境特性と河川環境管理～高知県奥田川を対象

として～」:坪田恵美氏（高知工科大学大学院） 

●「ネット検索からみた高知」:大野加惠氏（生活創造工房） 

●「土佐を元気にしている総合型地域スポーツクラブをもっと元気にするために」:黒谷朱希氏（高知女子大学文

化学部 4回生） 
  

11 時 40 分からは、昼食の休憩タイム。ほんで、13時から再開で、まずは会長挨拶。中内光昭会長（高知大学

元学長）は、残念ながら都合で欠席され ちょったき、成田十次郎副会長（高知学園理事長）が、ご挨拶文を代読

されたがよ。 
ご挨拶 

 第 1 回土佐学大会に当り、一言ご挨拶申しあげます。本日は私的な理由で
出席できず、たいへん申し訳なく思っております。大会が稔り多く、わが協

会の未来を約束するものになりますよう、心より願っております。 
発会式でのご挨拶でも申しましたが、土佐は古来から、南海道の終着駅で、

街道筋の地域には見られない貴重な文化が、純粋に近い形で生き続けており

ます。この利点を十分に生かして、ユニークな活動を展開していきたいと思

います。私は若い頃、サンフランシスコのオーシャンビーチで、西から寄せ

てくる波を見て、旧制高知高校の豪毅節の一節、「この浜寄せる大波は、カリ

フォルニアの岸を打つ」を思いだし、海の彼方にある桂浜や竜馬の銅像を身

近に感じたことでした。世界はますます狭くなりつつあります。 
土佐というローカルから、グローバルな「土佐学」を育てるべく、力を合

わせて前進しましょう。ご盛会をお祈りします。 



 2

続いては理事長挨拶で、ワシが挨拶さいてもうたがやき。 

 13 時 15 分からは、森岡和子顧問（幼児教育談話会会員）による講演、「土佐が保

育王国と言われた時代」。内容を要約すりゃあ、以下の通りながよ。 

 

 今から 50～60 年ばあ前、土佐の保育は施設拡充や運営の

進展のため、「高知方式」や県単独事業を実施。国の法改

正の先取りまでした例がいくつもあって、全国にその名を

轟かせる「保育王国」となったがやと。残念ながら、その

芽は 20 年で摘まれてしもうたけんど。ワシらあは、そんな

時代があったっちゅうことを忘れることのう、現代の保育

を真剣に考えていかにゃあイカンがぜよ。 

 

 続いては、14 時から 16 時 20 分まで、メインイベントのシンポジウム「語るぜよ！土佐と土佐学の大いなる未

来！」。まずは、分科会報告（1）として、ワシの「土佐酒学の成果と課題」やったがよ。タイトルは「あなたは、

おいしいものをマズくして食べている！？」（～ツウも知らない！人生を 10 倍豊かにする土佐人のための土佐酒

活用法～）。 

 

 土佐の高知は春夏秋冬、山川海、四季折々のおいしい旬の食材に、こぢゃんと恵まれちゅうがよ。ほいたらそ

れらあの食材を、相性の良うないお酒を合わいたりして、わざわざマズうして食べたりせんと、より一層おいし

ゅうして食べんかよっちゅうことながよ。そして、そのために、土佐酒を上手に活用せんかよっちゅう提案なが

ぜよ。何ちゅうたち、土佐人にとって、「身土不二」であり、「旬」のおいしさや効用があり、かつ季節に合わ

いて様々な温度で楽しめるお酒は、「土佐酒」だっけながやき！ほんで、そんな食生活こそが、あなたの人生を

健康で楽しゅうし、10 倍豊かなもんに変えてくれるがぜよ！ 

 

 さらに、「土佐酒 18 銘柄を自慢しよう！」っちゅうまとめを発表。土佐酒にゃあ、以下の 4つの自慢ポイント

があるがやき。 

 

〈土佐酒の自慢ポイント〉 
①品質が高い！・・・古うから全国で様々な賞を大量受賞しちゅう蔵も多うて、現在じゃち県外のこだわりの店

らあからの評価も、まっこと高いがぜよ。 

②元祖「淡麗辛口」！・・・全国の日本酒が甘口やった時代から「土佐酒」は全国トップのツウ好みの「淡麗辛

口」やったがやき。 

③土佐人が支持！・・・わずか 18 蔵で、地元のシェア約 80%を誇り、土佐人に圧倒的に支持されちゅうがよ。ま

た、坂本龍馬を筆頭に、幾多の土佐の偉人らあにも愛飲され続けてきたがぜよ。 

④土佐は酒国！・・・古来より「酒国」として知られちょって、「はし拳」「べく杯」らあのお座敷遊び、酒文

化が豊かに残っちゅうがぜよ。 

 

 続いては分科会報告（2）として、坂本世津夫氏（高知大学国際・地域連携センター教授）の「土佐のお茶の成

果と課題」ながよ。タイトルは「土佐のお茶研究」（～お茶のんで百を楽しむ人となれ～）。 

 

 「土佐のお茶研究会」じゃあ、まず「土佐のお茶」に親しむ環境、文化を如何に

つくるか。「土佐のお茶」栽培（産業）を維持・発展させるためにゃあ何が必要か。

この二つを研究の課題としたがやき。ほんで、生活・文化の中でのお茶の役割、お

茶の特性、「土佐のお茶」ブランド化らあについて、俯瞰的・総合的に研究を始め

たがよ。ちなみに、そんな時にゃあ前提となる言葉（概念）の定義や意味を共有せ

にゃあならんがやき。（株）あさみや、あさみやマーケティング（株）の「お茶辞

典」（http://www.asamiya.co.jp/tea_cat.html）が、こぢゃんと分かりやすうま

とめられちょって、この共有化にゃあまっこと役に立つがぜよ。 

 

 ほんで、平成 18 年度の現地調査らあから得られた情報らあをヒントに、平成 19 年

度は「佐川町花ばん茶の里づくり事業～プロジェクト花ばん茶～」をおこないたいと

考えちゅうがぜよ。 

 

 続いては、分科会報告（3）、宮川敏彦氏（土佐備長炭研究者）の「絶滅危惧の産業

と文化の成果と課題」ながよ。タイトルは、「絶滅の危機から再生・発展への道を！」。 
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 通常「絶滅危惧」っちゅうたら、滅びゆく動植物の意味で使われゆうけんど、土佐学協会じゃあ、現在の「土

佐の産業・技術・文化」らあの分野について考えるがよ。その際に大切ながは、「もうこれでしまいじゃ！」と

あきらめられたもんじゃのうて、また「大変じゃ、大変じゃ」っちゅうだけでものうて、これを守り、発展させ

たいとがんばりゆう人らあがおって、みんなあで一緒に取り組み、蘇らせたいっちゅう主体があることながやき。

ほんで、そんな主体さえありゃあ、がんばりゃあ絶滅せんがやないかっちゅうことながぜよ。 

 

 一例を挙げりゃあ、土佐備長炭産業があるがよ。いったんは、絶滅の危機にひんしちょったに、様々な努力が

実り、今じゃあ若者らあが次々と製炭業に入って来て、活気づいちゅうっちゅうがぜよ。 

 

 ほんで、2007 年度の「絶滅危惧の産業と文化の研究会」で取り組みたいことは、本川神楽の担い手づくりなが

よ。また、他にも 1、2例の産業・技術・文化にも取り組みたいと考えちゅうがやき。当研究会じゃあ、どんな分

野やち、地域でがんばりゆう皆さんと共同して取り組みゃあ、すばらしい成果が生まれると信じちゅうがよ。大

事なことは、焦らず、悲壮にならんと、困難があったち、楽しゅうやることながぜよ。 

 

 続いては、徹底討論「これからの土佐学をどう発展させるか」ながよ。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・宮川敏彦氏の 5名と、コーディネーター役の水

谷利亮氏（高知短期大学准教授）が登壇し、ディスカッションしたがやき。 

 

 まずは、坂本正夫氏の報告から。「土佐学への期待」（～郷土を知ることは世界を知る第一歩だ～）っちゅう

内容ながよ。まず「土佐学」の目的としちゃあ、単なるお国自慢や村自慢やのうて、客観的、科学的な調査研究

であり、建設的な主張でなけりゃあイカンっちゅうことながぜよ。 

 

 また、「土佐学」は土佐を知るための内省の学やけんど、それはまた日本を知るための学問、世界を理解する

ための第一歩となる学問ながやき。学校教育らあにも取り入れられるべきながよ。まず、自分の学校の校区内の

ことを知り、住民らあとの交流を深め、生徒さんらあに語り伝えることが土佐学の始まりであり、それが土佐の

教育改革の第一歩やと考えちゅうがぜよ。 

 

 さらに、最近「国際化」とか「国際交流」っちゅう言葉をよう耳にするけんど、こりゃあ異国の文化や外国語

を学びゃあ解決する問題じゃあないがやき。真の国際化、国際交流にゃあ、日本の文化・・・そのためにゃあ地

方の文化を理解することが不可欠ながよ。外国留学を経験した方々が、みんなあ異口同音に言うことは、「異国

で日本文化や歴史について質問されたけんど、よう答えれいで恥ずかしい思いをしたがやき。これからは日本の

ことをまっと知りたい。」やっちゅうがぜよ。 

 

 お次は、成田氏の報告、「土佐学協会の 5つの活動方針について」。内容を要約すりゃあ、以下の通り
ながやき。 

 

①土佐学協会の活動方針は、生活主義です。 
土佐に住みゆうワシらあの生活そのものに目を向けることから勉強を始め、最後に勉強の結果がワシらあの生活

を豊かにすることに役立っちゅうかどうかに目を向けることが大切ながよ。 

②土佐学協会の活動方針は、選択・重点主義です。 
土佐に住みゆうワシらあの生活にゃあ、たるばあ問題があるがよ。ほんじゃき、これらあの中から、ワシらあの

生活や土佐に心をよせる人らあに、喜び・希望・活力を与えると思われるもんを重点的に選び出し、勉強を始め

ることが大切ながぜよ。 

③土佐学協会の活動方針は、俯瞰主義です。 
これまでの学問のように、分析的で細分化された専門家のための学問やのうて、それらあ全てを見渡して、これ

までの多くの優れた研究・調査の成果としての知や技らあを、俯瞰的にとらえて学んでいかにゃあイカンがやき。 

④土佐学協会の活動方針は、共同・開放主義です。 
専門的な研究・調査を続けゆう人や組織らあと共同して、あるいは良好な関係を保ちもって、それぞれの段階で

の知や技を、俯瞰的にまとめあげる心がまえと作業が大切ながよ。 

⑤土佐学協会の活動方針は、教育主義です。 
それらのまとめ上げた内容を、生涯の教育にくり入れるために教材化し、年齢ごとに配列した教本をつくること

が大切ながよ。また、同時に指導者の育成が大切ながぜよ。 

 

 続いては、お二人の副会長さんの報告を受けて、ワシと坂本（世）氏と宮川氏が、それぞれ感想や質問をした

がやき。その後は、パネリストの皆さんから様々な意見や感想らあが述べられ、会場からも沢山の意見や感想、
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質問らあをいただいて、なかなか盛り上がったがよ。 

 会場からの質問のひとつに、古い文化や産業や風習らあの中にも、残すべきもんと残さいでもえいもんとがあ

る、あるいは変えたらイカンもんと変わらにゃイカンもんとがあると思うがやけんど、そのへんの線引きをどう

考えるべきかっちゅう質問があったがやき。これに対して、パネリストの皆さんから、様々な意見が述べられ、

まっこと面白かったがよ。いくつかを下記に挙げてみるぜよ。 

 

●古いもんや、伝統らあを残して、誰が喜ぶかっちゅう視点が必要。 

●日本の伝統文化は東京にゃあない。地方にこそある。ところが高知は、意外に古いもんを残しちゃあせん。こ

れが問題や。 

●古けりゃあえいっちゅうもんやない。洗練させるプロセスが必要。知恵が必要ながよ。 

●日本酒も古いまんまやったら、未だに米を口で噛んで造った「口噛みの酒」のまんま。それじゃあ廃れるがは

当然。木桶で仕込む「木桶仕込」の酒らあは、いったん廃れたけんど、最近一部で復活しちゅう。これを生活者

が、長い目で見て受け入れてくれりゃあ、新たな伝統の復活になるし、受け入れてくれんかったら、再び絶滅す

る。結局、最終的にゃあ、ある程度は、その時代の生活者にゆだねられるもんやないろうか。 

 

 ほんで、徹底討論の締め括りとして、コーディネーターの水谷氏から、「様々な問題をかかえちゅう社会の方

が変わらんがやったら、土佐の方が変わろうやいか！ないもんねだりはやめて、自分の足元を見つめ直いて、自

分らあから変わっていこうぜや！」っちゅう、力強いまとめの言葉をいただいたがやき。 

 

 これにて、無事シンポジウムは終了したがよ。ちなみに今回の内容の、3人の分

科会報告や、坂本、成田両副会長の報告らあは、この度出版された「土佐学年報①

たまるか！土佐がはみかえる」（A4 版 68 ページ）に掲載されちゅうがやき。さら

に年報にゃあ、土佐伝統食研究会代表の松崎淳子氏の「土佐の食卓に托す夢～人間

らしい豊かさを～」っちゅう論文や、資料として「土佐学協会ニューズレター」第

1号～3号の内容も掲載されちゅうがぜよ。ご希望の方は、ぜひ「土佐学協会」ま

でご一報くださいや。 

 

 その後は 10 分ばあの休憩をはさんで、16 時半から「総会」を開催したがやき。議長はワシが担当したがよ。「会

員の状況」「平成 18 年度事業報告」「平成 18 年度収支決算・同監査報告」「平成 19 年度事業計画」「平成 19

年度収支予算」「会則の変更」らあが審議され、全て無事承認されたがやき。ちなみに「会則の変更」は、新し

ゅう学生会員を加えるっちゅう内容。学生会員は、入会費無料で、年会費は 1000 円ながぜよ。是非学生さんの皆

さん、「土佐学協会」に奮ってご入会くださいや！ 

 

 予定の 17 時前にゃあ、全てが終了。これにて「第 1回土佐学大会」は無事閉会となったがやき。その後は、も

ちろん懇親会ながよ。17時半から「ひろめ市場」にての開催で、10 数名のメンバーの方々がご参加してくださっ

たがよ。半年間の活動の集大成ともいえる大会が、無事終了したこともあり、皆さん緊張が解けたかしらん、宴

席はいっつもに増して大盛り上がりやったがぜよ。 

 

 「第 1回土佐学大会」の開催にご尽力、ご協力いただきました、理事および役員の皆様、そして事務局の皆様、

ボランティアスタッフの学生の皆様、さらに大会にご参加いただきました会員および一般の皆様！まっことあり

がとうございました！全ての皆様に、心から深う深う、感謝申し上げますぜよ！ 

 

 
 
 

 
 

研究発表する中西穂高氏 
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平成 19 年 4 月、「土佐のお茶」と「お酒」、「お米」、そして「村」をブランド化するというテーマで、

三原村の調査をおこないました。 詳しい内容は、月刊『地域開発』7月号に掲載されています。 

http://www.jcadr.or.jp/kaihatsu.htm 
 
 

「土佐三原どぶろく」 

－濁酒で密かに「むら」をブランド化－ 

坂本 世津夫 

2007 年 4 月 

 

はじめに 

 高知県の西南部で、いま密かに濁酒で「むら」を

ブランド化しようとしている村がある。三原村であ

る。 
「密かに」というのは、まだ情報発信ができていな

いという程度の意味であるが、確かに密造酒の代名

詞である「濁酒」は「密かに」というのがキーワー

ドではある。しかし、ブランド化ではいつまでも密

かにしていてはいけない。そろそろ情報発信が必要

である。 
 高知県は当初、橋本知事が市町村の合併を推進す

ることよりも市町村の自立を目指した地域づくりを

推進していた。それもあって、高知県における地域

の自立に向けたとりくみは結構盛んである。しかし

問題は、高知は情報発信があまり得意ではないとい

う点である。高知県内のとりくみが、なかなか全国

に知られない。高知の観光も含め、これが今後の課

題である。 
 市町村合併によって自治体運営を効率化させるこ

とは重要である。しかし、そのことが地域の自立、

競争力を高めることに向かわなければ合併の本来の

意味がない。反面、合併しなかった（出来なかった）

市町村においては、合併にともなう作業で時間をと

られなかったことが幸いしてか、合併した市町村よ

りも一歩早く、そして着実に地域の自立に向けたと

りくみが進んでいる。 
 高知県には、まだまだ沢山の「村」が存在してい

る。その中で特に元気であるのは、柚子を使った飲

料（ゆずドリンク）などで日本的にも有名になった

「ゆずの村」こと馬路村である。そして、高知県の

西南部にある三原村においても、地道に「むら」を

ブランド化するとりくみが始まっている。「土佐三原

どぶろく」の村である。 
 
三原村とは 

 三原村は、高知県の西南部に位置する小さな村で

ある。三原村は、足摺岬がある土佐清水市、愛媛県

と県境を接する宿毛市、そして日本最後の清流「四

万十川」で有名な四万十市に三方を囲まれている。

高知市からは車で約 3時間、約 150Kmの距離にあ
る。まだまだ十分ではないが、国道・高速道（須崎

以西で現在工事が進んでいる）も順次整備されてい

る。良いのか悪いのか、交通量も少ない関係で、

150Km という距離もストレスなく運転できる。そ

して、高知県の西南部は四国沖を流れる黒潮の影響

もあり海を望む景観が抜群である。海の景色を眺め

ながら、ゆっくり旅するには西南地域は最高の場所

である。 
 今、滞在型の観光が注目されている。時間にとら

われない観光、行程のない旅行、「旅」というものが

重要なポイントとなる。旅人は、場合によっては滞

在しすぎてしまい、そこに住み着いてしまう、いわ

ゆるＩターンもあるかもしれない。 
 三原村へは、公共交通手段としてＪＲ土讃線、土

佐くろしお鉄道中村・宿毛線がある。土佐くろしお

鉄道・宿毛線の平田駅で下車し、バスで少し行けば

（9.6km）三原村に到着する。しかし、バスの便が
非常に少ない関係で、確かに不便さはある。最近は、

トレッキングも盛んであるので、片道約 10Kmは運
動にも丁度の距離ではある。 
 三原村は、山間部にあるとは言っても、高い山々

を超えていくという感じはない。少し山を登って、

トンネルを抜ければ、そこはまさに「桃源郷」とい

うイメージの村である。これといった観光資源はな

いかもしれないが、自然の景観といい、色彩といい、

のどかな田舎の雰囲気はまさに桃源郷である。村は、

色々な木々や草花で彩られ、青い空と緑の森、ツツ

ジや不思議なほど沢山ある八重桜などの花々が咲き

誇り、みごとに整備された田圃の風景も素晴らしい。

村に入って感じるのは、「この村は生きている」とい

う感覚である。 
 三原村は、昔からお遍路さんの通り道でもある。

最近は特にお遍路をされる人々も多くなり、村では

お遍路姿の人と良くすれ違う。お遍路する姿と村の

風景はみごとにマッチする。 
 三原村は、古くは「三原郷」と呼ばれ、明治 22
年の町村制施行により「三原村」となった。現在は

13集落によって構成されている。平成 18年 9月現
在、人口 1,907人、世帯数 789である。周囲を 450
～850m の山々に囲まれているという割には、村の

中は不思議なくらいに平坦な地形である。まさに盆

地である。村道、農道はよく整備されていて、どこ

に行くにも楽に移動できる。村内にトレッキングル

ートを作っても、非常に面白いのではないかと感じ

る。また、居住地としても最高である。河川は水量

が多い割には水はけがよい。ただ、気候は温暖多雨
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で夏は台風の進路にあたるため被害を受けることも

ある。 
 
三原村濁酒特区 

 農林業が主産業である三原村は、美味しいお米「み

はら米」でも有名である。現在では、県内でも有数

の米産地として「みはら米」が好評を得るまでにな

った。しかし、単なる米だけでは付加価値をつける

ことは難しい。そこで三原村では、この「みはら米」

を活用した濁酒づくりを計画し、平成 16 年 12 月、
「三原村濁酒特区」の認定をうけた。適用される規

制の特例措置は、農家民宿等における濁酒の製造許

可の要件緩和である。要は、農家レストラン等（農

家食堂方式）での濁酒の製造・販売である。三原米

で作った濁酒をセールスポイントにして、三原米の

消費拡大に繋げていくとともに、県外や都市部の消

費者が、三原村の直販所「夢市場」や農家食堂など

を訪れて農産物や硯などの特産品を購入していくこ

とは、生産物の販路拡大や地産地消を促進すること

にも繋がる。そして、農業を含めた地域産業と「食」

を繋げていくことは、「むら」のブランド化にとって

非常に有効な手段である。このように、濁酒を核に

して、産業の活性化や観光に繋げていく仕組みは非

常に有効である。しかし課題は、これから如何にし

て夢を膨らませ、実現していくかである。その「仕

組み」づくりである。 
 4 月中旬に三原村を訪問したとき、まず目に飛び
込んできたのが、村のど真ん中の四つ辻に立ってい

る「どぶろく案内板」であった。 
 

 
土佐三原 どぶろく案内板 

 

案内板を確認し、農家食堂『風車』に立ち寄り、

三原村どぶろく組合組合長の池本公二さんとお話さ

せていただいた。現在は 6軒の農家で、それぞれの
個性を醸し出した濁酒が造られている。また、どぶ

ろくを使った酒饅頭「土佐三原どぶろく饅頭」など、

新たな商品開発も行われている。今後は、如何に製

品の品質を高め、製造量を増やしていくか、そして

新たな商品開発が課題だということである。訪問し

た時、ちょうど各農家のメンバーが集まり、仕出し

（料理）づくりなども行われていた。各農家は、そ

れぞれの家で製造販売している関係で、こうして日

中に集まることは難しいようである。しかし、濁酒

を核にした地域内での連携の輪は確実に広がってい

る。特に女性たちが非常に元気である。帰りに酒饅

頭と濁酒を 4本いただいてきたが、それぞれの農家
でやはり味が違うようである。濁酒は、思ったより

辛口であった。また、どぶろく饅頭は素晴らしい食

感（味）とお酒の風味であった。他にも、「どぶろく

プリン」なども製造販売されている。そして、「どぶ

ろく祭り」も行われ、毎年大盛況のようである。当

然、お酒であるので、公共交通での参加が必要であ

るが、祭りの時には旅行プランも作られているよう

である。 
 

 
三原村どぶろく組合組合長の池本公二さんとメンバー 
 
 

 
土佐三原どぶろく 
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土佐三原どぶろく饅頭 

 
 
ブランド化の課題 

 「むら」をブランド化していくには、村全体が一

枚岩にならなくてはならない。村に暮らしている

人々が一体にならなくてはならない。村の情報をみ

んなが共有し、村民が自ら語れる村にしていかなけ

ればならない。特に、情報発信が重要である。高知

県には、ブロードバンドゼロ市町村が 3 カ所ある。
その一つが三原村である。今後、村をブランド化し

ていくためにも、情報通信環境の整備、ブロードバ

ンド環境の整備が重要となる。 
 そして、「むら」をブランド化するには、「人」を

ブランド化する（仕掛け人）、「産品」をブランド化

する（知名度）、「村の名前」をブランド化する、こ

の 3つのブランド化を同時におこなうことが重要で
ある。 
 三原村には、濁酒以外にも色々な産品が存在する。

昼夜の寒暖差が大きい高原でできる三原米に三原茶、

そして高知特産工芸品にもなっている土佐硯、その

他にも素晴らしい産品がたくさんある。特に三原米

は最高に美味しいお米であるが、ブランド化という

ところではまだまだ苦戦し、米の低価格化に甘んじ

ている状況である。産品のブランド化においては、

常に品質のチェックが重要である。産品の品質を常

にチェックし、向上させていく仕組みをつくること

が重要となる。これは、単に村の中だけではできな

い。地域の大学や、工業技術センターなど公設機関

と連携することが重要である。そして、産品に付加

価値をつけていく作業もしなくてはならない。健康

によい成分が含まれているとか、どのような効果・

効用があるかなど、具体的に分析して示していくこ

とが重要である。これは、食品のブランド化におい

ては特に重要な作業である。さらには、新たな商品

をどんどん生み出す仕組み（商品企画）、販売ルート、

市場の開拓も重要である。 
 
ブランド化には他者の目が必要 

 これからの観光は、滞在型観光である。旅人にと

って、旅することは考えることである。時間の許す

かぎり、色々なものを自分自身の感性で感じ取る、

そして考える。高知県の西南部は、「旅行」ではなく

「旅」が似合っている。「滞在型の旅」、考える空間

である。地域の良さは、旅人（他者）の目を通して

みないと分からないものがある。そこに住んでいる

人々も、色々な地域を旅してみてはじめて、自らの

地域を理解（評価）できるのかもしれない。ブラン

ドを考える場合、他者の目は非常に重要である。他

者の目を増やすためにも、三原村の交流人口を増や

していければと考えている。その仕組みづくりが、

地域の活性化、ブランド化には重要であると考えて

いる。 
 
 
最後に 

 濁酒を飲むには、やはり公共交通があってほしい。

せめて、夜だけでも送迎バスがあれば、三原の夜も

にぎわうのではないかと感じる。三原村は自然環境

が素晴らしい。今後、農家民泊など宿泊に対する対

応も進めていただければと考えている。私自身も、

単に大学の教員としてではなく、「地域産業おこしに

燃える人」「地域活性化伝道師」として、「むら」の

ブランド化のお手伝いができればと考えている。 
 
 

 
土佐三原どぶろくのパンフレット 

 

 

（参考） 
三原村ホームページ 
http://www.vill.mihara.kochi.jp/ 

土佐三原どぶろくのご案内 
http://www.vill.mihara.kochi.jp/img/doburoku.pdf 

三原村濁酒特区(H16.12)農家レストラン等での濁酒の製

造・販売（首相官邸） 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/041208/dai6

/079toke.pdf 

 

高知新聞社記事 
http://www.kochinews.co.jp/0611/061104headline04.htm 

http://www.kochinews.co.jp/0611/061120headline07.htm 

http://www.kochinews.co.jp/07kamosu/07kamosu32.htm 
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 平成 19 年度より、「学生会員」を設定しました。多くの学生に、参加いただければと思います。 

 

土佐学協会 平成 19 年度事業計画 
 

１）調査・研究活動  
・研究会活動 

「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」（地域文化の記録保存研究会） 

 

・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 

・「土佐のおきゃく 2008」への参加事業 

・万能地図作り 

２）出版活動 
・年報刊行 

・ニュースレターの発行 

３）会議 
・総会 

・理事会 

４）研究発表大会 
・土佐学大会 

５）情報発信活動 

６）その他の活動 
・既存の研究団体・組織との協力、連携を深める活動 

 

会則の変更 
 
 【現行】 

第２章 会員  
 
第６条（会員） 本会の協会員は、次のとおりとする。 

 １．会員 土佐学に関心を有する個人  
 ２．賛助会員   本会の事業を支援する団体 
【変更】 

第６条（会員） 本会の協会員は、次のとおりとする。 
 １．一般会員 土佐学に関心を有する個人  
 ２．賛助会員   本会の事業を支援する団体 
 ３．学生会員 土佐学に関心を有する学生 
 

 

平成 18年度は、 入会費 2,000円、会員年間会費 2,500円、賛助会員年間会費一口 5,000円 
平成 19年度から、入会費 2,000円、一般会員年間会費 5,000円、 

賛助会員年間会費一口 10,000円 
                 学生会員年間会費 1,000円（入会費不要）とする。 
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平成１９年度土佐学協会予算 

（収入の部）                           （単位：円） 

科      目 １８年度実績 １９年度予算 

入会費  １６４，０００   ３６，０００

一般会費  １７０，０００  ４００，０００

賛助会費   ７０，０００  ２００，０００

学生会員        ０ ２０，０００

会費収入 

小計  ４０４，０００  ６５６，０００

雑収入    １４，１１０    ０

助成金収入 こうち NPO 地域社会

づくりファンド 

       ０  ２５０，０００

計  ４１８，１１０  ９０６，０００

前期繰越金        ０  ２７１，６８３

収入合計  ４１８，１１０ １，１７７，６８３

 

（支出の部） 

科      目 １８年度実績 １９年度予算 

調査・研究費 ０ １００，０００

年報･会誌発行費 ０ ５６０，０００

会議費 ０ ４０，０００

その他 ０ ０

事業費 

小計 ０ ７００，０００

事務酬費 ５０，０００ １２０，０００

借室費･電話代等 １２，０００ ３６，０００

通信費 ３２，９２０ ７０，０００

消耗品費 ３３，９０７ ８０，０００

その他 １７，６００ ０

小計 １４６，４２７ ３０６，０００

 

管理費 

 

 

 

 

予備費     ０   １７１，６８３

支出合計 ２７１，６８３ １，１７７，６８３

 
 
計算根拠 
  
１．会員数の目標を下記のとおり設定 
   一般会員  80名 
   賛助会員  20団体 
   学生会員  20名 
    
２．事業費は平成 18年度実績（一部見込み額を含む）を参考に算出 
３．管理費 
（１）事業報酬費 

１ヶ月 10,000円（平成 18年度と同額） 
 

（２）その他 
    平成 18年度実績（一部見込み額を含む）を参考に算出 
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研究会活動の日程 
 

●「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） 
 

     第 5 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 6月 11 日（月） 午後 7時～9時 

     第 6 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 7月 09 日（月） 午後 7時～9時 

     第 7 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 8月 27 日（月） 午後 7時～9時 

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

 

 

 

●「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） 
 
 

     第 4 回「土佐のお茶」研究会 
          平成 19 年 6月 25 日（月） 午後 6時～7時 30 分 

     第 5 回「土佐のお茶」研究会 
          平成 19 年 7月 17 日（火） 午後 6時～7時 30 分 

     第 6 回「土佐のお茶」研究会 
          平成 19 年 8月 30 日（木） 午後 6時～7時 30 分 

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

 

 

 

●「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） 
   

   第 4 回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
          平成 19 年 6月 25 日（月） 午後 7時 30 分～9時 

     第 5 回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
          平成 19 年 7月 17 日（火） 午後 7時 30 分～9時 

     第 6 回「絶滅危惧」の産業と文化の研究会 
          平成 19 年 8月 30 日（木） 午後 7時 30 分～9時 

  場所：「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 
 

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 
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●「地域文化デジタルアーカイブ研究会」（地域文化の記録保存研究会） 
我々の生活は便利にそして豊かになりました。しかし、一方で、営々と地域の人達が継承してきた地域の

文化や知恵、技術を失っていっているように思います。地域の文化を知り、それらを生かしていく事は、地

域の独自性、固有性を維持し、また、さらに地域を活性化し発展させていくことに繋がると考えます。デジ

タル技術が発達し、静止画だけではなく動画や音を記録する事も比較的容易にできる様になりました。これ

らを上手く活用し、地域文化の記録、保管、活用方法を検討、実施していくことを当研究会は目指していま

す。まず、地域文化の記録、保管が行える人の育成から開始したいと考え準備を行っています。皆様には、

改めて公開講座のご案内をさせて頂きますので、ご参加の程、よろしくお願い致します。 
 （座長 大野 加惠） 

 

 

 

 

平成 19 年度「理事会」の日程 
 平成 19 年度の理事会は、下記の日程で開催します。 

理事を含め関係者のご出席、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

     第 1 回「理事会」（終了） 
          平成 19 年 5月 07 日（月） 午後 5時 30 分～7時 30 分 

     第 2 回「理事会」 
          平成 19 年 6月 11 日（月） 午後 5時 30 分～7時 

     第 3 回「理事会」 
          平成 19 年 7月 09 日（月） 午後 5時 30 分～7時 

     第 4 回「理事会」 
          平成 19 年 8月 27 日（月） 午後 5時 30 分～7時 

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

 

 

 

出版関係 
 

『旅路来て』 
 昨年、高知新聞に連載されたました中内光昭会長の「旅路来て」が、このたび南

の風社より刊行されることになりました。 

 

 

 

 

 

『記録・土佐の炭 1995－2006』 （2006 年 12 月発行） 
 2001 年に書いた「土佐備長炭の技術史的研究」というレポ－ト風の論文を中

心に、小さな炭のスケッチ集を作りました。長い間お世話になった炭の関係者

へのお礼として記録本にしたものです。「技術史的研究」はこれまで誰もしな

かったということから少しは意味がありますが、その他大勢の小編は時々のメ

モや炭の関係誌に載せた雑文です（少し余分がありますので、金高堂書店、富

士書房・桜井町の西岡燃料さんで販売してもらっています）。 

 

詳しくは下記をご覧ください。 

http://shop.rigulife.com/book/tosanosumi.html 

 

 

土佐学協会員の方で、書籍を出版されました方は、是非、事務局までご連絡ください。 

ニュースレター等でご紹介させて頂きます。 



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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。 

平成19年度からWebを活用した情報発信も行っ

ていきます。また、平成 19 年 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/〉 

 

E-mail:setsuo@baobab.or.jp（坂本） 
 

 
編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 
 

 

 

 

 

 

土佐学協会も、新たな年度、平成 19年度をむかえ、これから一つ一つ具体的
な研究や実践活動、社会（地域）教育や学校教育との連係、地域との連携を加

速させていきたいと考えています。4月には、第１回「土佐学大会」を開催す
ることができ、土佐学年報「たまるか！ 土佐が はみかえる」の発刊も行う

ことができました。土佐に暮らす人々が、土佐を知り、郷土に自信と誇りをも

てるように、これからも研究を進めると同時に、土佐外にも情報発信をしてい

きたいと考えています。会員の皆さんが、土佐を単に眺めるのではなく、感じ

たこと、考えたことを何か行動につなげれば、土佐は大きく変わると思います。

平成 19年度も、何とぞ宜しくお願い申し上げます。（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。 

ニュースレターでもネタ（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 


