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土佐学協会 NewsLetter 
No.5 

2007 年 9 月 
 

第 1回土佐学研究集会「秋の収穫祭」のご案内 

残暑が続いておりますが、朝晩はめっきり過ごしやすくなってきました。土佐学協会会員のみなさま

にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、「せっかくこれだけのメンバーが集まっているのに、発表の場が年 1 回の“土佐学大

会”だけではもったいない」という理事会での発言があり、それをきっかけに、「第 1回土佐学研究

集会―‘秋の収穫祭’」を開催することとなりました。秋の研究集会では、研究発表と２つのイベント

を予定しています。春の「土佐学大会」と同様に、土佐を愛する人々が集い、土佐を語り、明日の土佐

を創造するきっかけにしていきたいと計画しています。 

 会員も、会員でない人も、たくさんの土佐人のご参集をお願いします！ 

 

１．趣旨・目的： 

土佐学に関する研究・調査の報告、意見発表会を行うとともに、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。 

 

２．日時：2007 年 11 月 23 日(勤労感謝の日) 13:00～17:00 

 

３．会場：高知城ホール 〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 2 丁目 1-10 
          TEL.088-822-2035 FAX.088-822-2037 
 

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、11 月 16 日(金)までに研究集

会事務局にファックス(FAX:088-873-2895：高知女子大学文化学部清原研究室)でお申し込みくださ

い。あわせて、懇親会のご出欠もお知らせください。 

発表を希望される方は、発表要旨を 11 月 9 日(金)までに研究集会事務局に郵送、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、事前にお申し込みくださいますようお

願いいたします。 

「土佐酒学大実験」は、酒と食材の食べ合わせの実験をします。酒類と食材の準備が必要

ですので、事前予約がないと参加できません。(未成年は参加不可) 

 

５．参加費： 無料 (会員・非会員を問いません)  

「土佐酒学大実験」 会員・非会員を問わず 1000 円。ただし未成年者は参加できません。 
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６．タイムスケジュール： 

12:45     受付 

13:00     オープニングセレモニー  

会長あいさつ 理事長あいさつ  

13:10～14:40 一般研究報告 研究発表６題(発表 10 分 質疑 5分) 

         「土佐のこんなことがわかったがよ」 

         「土佐のこんなおもしろいところ見つけたぜよ」 

         「こうしたら土佐はもっとようなるぜよ」など 

14:50～15:50 「土佐“学”を満喫する旅コース」づくり大コンペ大会・授賞式  

            休憩・準備 
16:10～16:50  土佐酒学大実験 ※要予約 

        竹村昭彦「目からウロコ！土佐の食とお酒の相性実験会」 

16:55     閉会セレモニー 

17:30～20:00  懇親会(高知城ホール：会費 5000 円) ※要予約 

 

７．発表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研究集会事務局に「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下記の研究集会事務局へ、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： 11 月 9 日(金)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、発表申込時に事務局にご相談ください。プロジ

ェクターは用意できます。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 回土佐学研究集会事務局連絡先： 

〒780-8515 高知市永国寺町 5番 15 号 高知女子大学文化学部体育学研究室 

  TEL&FAX 088-873-2895 e-mail:kiyohara@cc.kochi-wu.ac.jp 

※ ご持参いただく場合には、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： 

  「土佐酒学大実験」「懇親会」に参加される方は、公共共通機関でご来場ください。また、未成年 

者は「土佐酒学大実験」「懇親会」に参加できませんので、あらかじめご了承ください。 

以上 
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大募集!! 2007 年度 土佐学協会新プロジェクト 

「土佐“学”を満喫する旅コース」づくり大コンペ大会 
 土佐･高知の“素敵な旅”を、県内外の多くの人たちにもっともっと知って、体験･体感してもらって、土

佐･高知のファンになってもらったらうれしいなあ、と思いませんか！ 
 県外のお友達が高知に来た時に、みなさんが‘密かに’案内している『とっておき』の場所や旅のコース、

お食事・くつろぎ場所、あるいは、こんな旅・コースがあったらいいなあ、など、みなさんはきっとたくさ

ん秘めておられるにちがいない！ 
 ぜひ、みんなで素敵なアイデアを出し合って、豊かな‘土佐’を再発見しましょう!! 

 優秀作品は、第 1 回土佐学研究集会で表彰されます。 

  
１．応募者：どなたでも（個人会員、非会員、賛助会員、会社、有志グループなど） 
 

２．「土佐“学”を満喫する旅コース」作成の「条件」 

   ①土佐・土佐「学」に関する何らかのことがら（神祭、生業・産業、風習、風土、生活様式・文化、 
歴史など）と、「食」・飲食物の両方が含まれていること 

  ②地域は、お街や農山漁村などどこでも歓迎、ただし高知県内に限ること 

  ③コース期間：はりまや橋、あるいは高知駅を起点に設定して、 
 日帰り  か  １泊２日  のどちらか 

  ④コースの内容（応募用紙①）と、その簡単なマップ付き図解（応募用紙②）作成 

  ⑤コースの季節：秋・冬・春・夏コース、いつでもコース、など 
 

３．表彰 

 ・大賞１点、入賞２点などを、土佐学協会役員などによる協議・投票により決定 

 ・ちょっとうれしい副賞付き 

 ・授賞式：「土佐学協会研究集会－‘秋の収穫祭’」（2007 年 11 月 23 日）にて 
 

４．応募方法など 

 ・締め切り日： 2007 年 11 月５日（月） 必着 

 ・応募用紙の様式：別添 A4 縦２ページ（応募用紙①と②）［コピーして使用 OK］ 
＊必要なら、さらに参考資料として A4 用紙１枚分の用紙の添付は OK 

   ＊土佐学協会ホームページ http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/ からダウンロード可能 

 ・応募方法：下記の土佐学協会事務局宛に郵送 

   ＊封筒の表に、「土佐“学”を満喫する旅コース」応募用紙在中と朱書き 

   ＊できればフロッピーに電子データを入れて送付願います。 
 ・旅コースの公表：ご応募頂いた旅コースの内容とアイデアは、土佐学協会が発行するニュースレターや

年報などの印刷物およびホームページなどで広く発信することを、ご了解ください。 
 

以上 
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理事会及び研究会活動のご紹介 
「理事会」及び「研究会」の様子を、今号でも、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！」より抜粋しご紹介いたします。 
ブログもぜひご覧ください。http://blog.livedoor.jp/tsukasabotan/ 
 

平成 19 年度第 2 回理事会ぜよ！(2007 年 5 月 7 日) 

大橋通りの「まちの駅」2 階で、平成 19 年度第 2 回理事会が開催されたがぜよ。ちなみに「土佐学

協会」についての詳しゅうは、「4 月 18 日」のワシのブログの「第 1 回土佐学大会」についてをご参照

くださいや。 
 さて今回の理事会は、7 名の理事メンバーが参加して、6 件の審議事項を話し合うたがやき。まずは

「土佐学協会ニュースレター第 4 号」について。今回のニュースレターの内容のメインは、「第 1 回土

佐学大会」の報告と、本年度の 4 研究会のご案内についてながよ。このニュースレターに、以下のもん

を同封して、今月末に会員の皆さんに送付することが

決定したがやき。 
●「総会議事事項」 
●「年会費納入のお願い」 
●「会員募集のお願い」 
●「土佐学年報①たまるか！土佐がはみかえる」(「土

佐学大会」欠席者のみ) 
●「土佐学大会・発表抄録集」(「土佐学大会」欠席者

のみ) 
 

 続いて 2 番目の審議事項は、「土佐学年報①たまるか！土佐がはみかえる」の配布先について。会員、

賛助会員の皆さん以外にゃあ、以下のところに配布することに決まったがやき。 
●県内各市町村教育委員会(35 部) ●県市町村立図書館(各 3 部×44 ヶ所) ●高知女子大学(34 部) 
●高知大学(20 部) ●歴史民俗資料館(3 部) ●自由民権記念館(3 部) ●高知県酒造組合(20 部) 
●佐川町(3 部) ●高新文化教室(40 部) ●理事長分(10 部) 
 
 お次の 3 番目の審議事項は、4 研究会と理事会の今後の日程について。今月末発行予定の「土佐学協

会ニュースレター第 4 号」にて告知予定やけんど、以下の通りに決定したがやき。尚、本年度より新設

の「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)についちゃあ、まずはコアメン

バーにて検討の上、後日改めて研究会日程を告知することになったがよ。 
 
 続いての 4 番目は、2 つのプロジェクトについて。佐川町との「プロジェクト花ばん茶」は、今後の

「土佐のお茶研究会」にて進めていくことに決定。「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」についちゃあ、今後の「土佐酒学研究会」にて進めていくことに決定したがぜよ。 
 
 ほんで、5 番目の審議事項「土佐学万能地図」についちゃあ、当面は理事会にて担当することに決定。

6 番目の内規整備についちゃあ、坂本世津夫副理事長と柿内光彦事務局長が素案を作成してくることに
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決定したがやき。 
 
 その他にゃあ、「土佐学協会」のブログ(http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/)に、今後の各研究

会の日程を掲載すること、賛助会員の団体名も掲載することに決まったがよ。さらに各賛助会員の許可

をもろうて、それぞれのホームページらあにリンクをはることも検討しょうちゅうことになったがやき。

ちなみに現在の賛助会員は、下記の 14 団体の皆さんながよ。ご支援いただき、感謝感謝ながやき！ 
 
●学校法人龍馬学園 ●和建設(株) ●(株)関西土地 ●(株)高知銀行 ●(株)高南食品  
●(株)トーホーテクニカル ●(株)西岡寅太郎商店 ●(株)フタガミ ●(協)帯屋町筋 ●(有)金高堂書店 
●司牡丹酒造(株) ●南国土佐ドットコム ●(有)乾佛具店 ●(有)福辰 
 
 また、「絶滅危惧の産業と文化の研究会」座長の宮川敏彦先生から、本年度は「本川神楽」の担い手

づくりに取り組みたいっちゅうお話しがあり、本川神楽の中心メンバーの方々らあとの合同研究会も計

画しちゅう旨の報告があったがぜよ。 
 
 「土佐学協会」もいよいよ 2 年目が本格的に始動しはじめ、益々内容も充実して面白うなっていくき

に、ワシらあと共に活動してみたいと思われた皆さん、興味を持たれた皆さんは、是非ともご入会いた

だけりゃあ幸いながやき。尚、会費は、入会費 2000 円、一般会員年会費 5000 円、賛助会員年会費一

口 10000 円、学生会員年会費 1000 円(入会費無料)と格安やき、ご入会を希望される方は、とりあえず

下記のワシ宛てにメールをお願い致しますぜよ。 
akihiko@tsukasabotan.co.jp 
   
 

第 3 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！(2007 年 6 月 11 日) 

 今回の理事会は、残念ながら欠席者が多うて、ワシも含めて 4 人での開催やったがやき。まずは以下の通

りの報告事項が確認されたがよ。 
●協会のニュースレター第 4 号は、5 月 29 日発行済み。 
●会員の会費納入について。 
●5 月 28 日の佐川町の放棄茶園調査について。 
●協会顧問の松﨑淳子先生が代表を務める「土佐伝統食研究会」の編著、『土佐の食卓～伝えたい おふくろ

の味 ママの味～』の発刊について。 
●アサヒビール学術振興財団の贈呈式に、6 月 6 日水谷先生が出席。 
●坂本副理事長が近日ラジオ出演し、「土佐学協会」についても PR。 
 
 続いては審議事項。以下の通りの審議がなされたがよ。 
●事務局体制の強化・見直しについて。 
●「土佐学大会」の総括について。 
●高知大学・秋の公開講座を「土佐学協会」が担当。 
●「土佐学・秋の収穫祭」の開催について。11 月 23 日（予定）に、高知市内の会場を借りて、協会メンバー

が発表を行える場である研究集会と、様々な体験ができる（お酒とお料理のマッチング体験や、土佐茶の試
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飲体験など。）場を設ける。 
●高知県のツーリズム・コンペについて。水谷先生が中心となって進める。 
●平成 20 年 3 月開催予定のイベント「土佐のおきゃく 2008」への参加。 
●ニュースレター第 5 号について。8 月末頃に発行を予定。 
 

 さてその後は、19 時から、清原先生のご推薦による高知女子大学の学生さん 3
名の新メンバーと、原さんの 4 名が加わり、合計 8 名にて、ワシが座長を務めゆ

う「土佐酒学研究会」が開催されたがよ。平成 19 年度としちゃあ、最初の研究会

やったがやき。 
 本年度の「土佐酒学研究会」は、以下の 3 つの内容を中心に行われる予定で、

それらあについてが話し合われたがよ。 
①アサヒビール学術文化振興財団の補助事業としての、土佐の「おきゃく文化」

についての比較研究。 
②平成 20 年 3 月開催予定のイベント「土佐のおきゃく 2008」への参加。 
③「土佐学・秋の収穫祭」でのお酒とお料理のマッチング体験。 

 まず①についちゃあ、佐川を中心とした仁淀川文化圏の山間部の「おきゃく文化」、土佐清水市あたりの海

の「おきゃく文化」、県外（例えば長野県小布施など）の「おきゃく文化」の比較研究を行うことが大筋で決

定。まずは文献らあに当たって、次回研究会（7 月 9 日）にて学生会員さんが、「土佐の神祭」についての発

表を行い、7 月 15 日にゃあ、佐川町にて「神祭」や「おきゃく文化」についてのフィールドワーク調査を行

う予定になったがよ。 
 続いて③についちゃあ、ワシが内容を検討しちょくことになり、その内容を膨らまいて、②を開催するっ

ちゅうことで、大筋が決定したがやき。 
 若い女子学生会員さんが 3 名も加わったことにより、研究会もこぢゃんと活気づいて、今後の活動がまっ

こと楽しみになってきたがよ。次回「土佐酒学研究会」は 7 月 9 日 19 時から「まちの駅」にての開催やき、

是非他の会員さんも、奮ってご参加くださいや。また、会員さん以外やち、興味がある方は是非「土佐学協

会」にご入会いただき、一緒に調査研究活動を実施していきましょうぜや！ 
 
 

第 1 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」ぜよ！ 

（2007 年 6 月 25 日） 
  

18 時から「土佐のお茶研究会」。座長の坂本世津夫先生を筆頭に、ワシも含めて 5 人のメンバーが集まっ

て開催されたがやき。ほんで、まずは坂本先生から、以下の通りのこれまでのまとめとしてのご報告があっ

たがよ。 
 
●土佐のお茶は、確かに品質は高いけんど、単体で売れるかどうかは別問題。ブレンド技術も含めて、「売れ

る」っちゅう観点で、もうチクと考える必要がありゃあせんか。 
●佐川町の放棄茶園を中心にした取り組み、「花番茶」のプロジェクトを具体的に進めていく。 
●生活文化の中でのお茶の位置づけ、様々な楽しみ方らあを調査研究し、まとめていく。 
●生産者としても、今後も土佐でお茶を作り続けていきとうなるような、そんな仕組みが必要やないか。 
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 続いては、メンバーの水谷先生から、最近の新聞紙上に掲載された土佐のお茶関連の記事と、今回は欠席

されちゅうメンバーの清原先生の資料が配られたがやき。新聞記事は、物部町の山本さんが煎る「玉緑茶」

は、業者も絶賛する最高の技術で、今秋から高級品として東京で発売される予定や

っちゅう記事。もうひとつは、道の駅の「四万十とおわ」が 7 月 1 日にオープン予

定で、お茶や地紅茶らあを販売するっちゅう記事ながよ。また、清原先生からの資

料は、ご自分のゼミ（地域文化論演習）で生徒さんらあと一緒に、仁淀川町池川地

区にてお茶摘み体験をしてきたっちゅう内容やったがやき。 
 
 その後は、みんなあで自由にディスカッション。以下の通り、なかなか面白い意

見がいろいろと出されたがよ。 
●土佐茶はブレンドせん単体のまんまやと、クセがあって売りにくいっちゅうけんど、

考えてみりゃあ世の中の高級品は、みんなあクセがあるがやないろうか。お茶の品

評会とか、有力な茶匠らあとおんなじ基準、おんなじ土俵やのうて、そのクセを逆手にとって、まったく別

の基準をつくって、別の土俵で戦うこたぁできんろうか。 
●実は有名な静岡茶にゃあ、土佐茶が足るばあブレンドされちゅうがよ。ほんで土佐茶は品質がこぢゃんと

えいわりにゃあ価格が安価やき、賢い消費者は土佐茶を選ぶがぜよっちゅうて、誰か権威ある人とかマスコ

ミらあが発表してくれるように、仕掛けれんろうか。 
●今回の新聞記事の物部町の「玉緑茶」とか、碁石茶とか、山茶とか、花番茶とか・・・。いろんなバリエ

ーションに富んだお茶が、高知にゃあ、山ほどあるがやき。そんな各地の土佐茶を調査して、「土佐茶地図」

を作ることもやるべきやないろうか。また、これらあの様々なお茶をチビッとずつのセットで販売すること

も、面白そうながやき。 
●高知のあちこちのお茶をうまいことブレンドすりゃあ、こぢゃんとえいお茶ができるっちゅう可能性もあ

るがぜよ。 
●今年の秋にゃあ、「花番茶」の収穫作業をみんなあで手伝いにいこうぜや。 
●例えばドクダミ茶は、こぢゃんと熱いがと冷たいががうまいがやと。ちゅうことは、「こぢゃんと暑い夏に

キンキンに冷えたドクダミ茶が最高！」とか、「シンシンと冷え込む冬にアッツ～イ、ドクダミ茶！」とかっ

ちゅう提案ができるがやき。そんなニーズ別、TPO 別のお茶の楽しみ方提案が、まっと成されにゃあイカン

がぜよ。 
●考えてみりゃあ、一般的な緑茶の世界だっけゆうたら、味わいの範囲的にもこぢゃんと狭い世界の中だっ

けのことながよ。土佐のお茶は、もちろん高品質の緑茶もある上に、それこそ碁石茶、花番茶、山茶、キシ

マメ茶、ドクダミ茶・・・と、お茶の味わいの世界をグンと何倍にも広げてくれるがやき。そんな広い世界

を、様々なお茶の新たなマトリクスを、土佐から発信していけんろうか。土佐は、

お茶のワンダーランドぜよ！ 
●「四万十の茶の湯炭」をブランドに育てれんか。十和のクヌギ炭はなかなか高品

質で、茶の湯の炭に立派に使えるき、これをブランドにできりゃあ、最高ながや

き。 
 またまた面白いアイデアや意見がこぢゃんと出され、ますます今後の展開が楽

しみになってきたがやき。こんな感じで、「土佐のお茶研究会」は 19 時半にゃあ

終了。引き続いては、「絶滅危惧の産業と文化の研究会」ながよ。 
 
 「絶滅危惧の産業と文化の研究会」は、宮川敏彦先生を座長とした研究会なが
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やき。坂本先生がお仕事のご都合で、こっから帰られたき、参加メンバーは 4 名。それに今回は、本川神楽

保存会事務局の青地さんがゲストとして加わったがよ。 
 当研究会じゃあ、今回から本川神楽をテーマに、いかに存続さいていくかのお手伝いをさいていただくが

やき。まずは宮川先生から、青地さんのご紹介。本川神楽の唯一の若手継承者が青地さんながやと。現在、

本川神楽保存会としちゃあ 20 人のメンバーがおられるらしいがやけんど、実際に神楽の舞いを舞えるがは、

わずか 4 名で、若手は青地さん（今年 30 歳）ただ一人。あとの 3 人は 60 歳代やっちゅうがやき。 
 
 続いては、青地さんから本川神楽保存会の現状についてのお話しと、土佐学協会メンバーの皆さんからの

質問らあがあったがよ。旧本川村は、人口わずか 700 人の過疎地。人口 2 万 8 千人ばあの、いの町と合併し

て以来、国指定重要無形民俗文化財でありながら、なかなか厳しい状況に置かれちゅうらしいがやき。ちな

みに、高知県内の他の重要無形文化財の神楽は、津野山神楽や安居神楽らあがあるがやけんど、これらあの

神楽は、それなりに存続可能な状況らしいがよ。ひとり本川神楽だっけが、まさに絶滅の危機にひんしちゅ

うらしいがやき。 
 現状は、いの町からの支援は、年額 47 万円の補助金のみ。それも政教分離の観点

から使用の制限があるがやと。後継者育成についちゃあ、毎年秋頃に、地元小学生

（5、6 年生）への指導らあが行われゆうらしいがやけんど、結局は本川から出てい

く子供が多いきに、なかなか若手後継者が現れんがが現状らしいがやき。 
 
 本川神楽の特徴としちゃあ、他の神楽と比べて舞いが激しゅうて、テンポに緩急

があることながやと。また、過去に伊勢神宮や、ハワイやイギリスでも公開された

ことがあるっちゅうき、こりゃなかなかスゴイことながよ。 
 ちなみに本川神楽は、毎年 11 月 14 日から 12 月 1 日までの間に、旧本川村 7 ヶ

所のうちの何ヶ所かで開催されるがやと。ほんで今年は、おそらく 7 ヶ所すべて

で開催されるらいしがやき。宮川先生から、この 7 ヶ所のどっかに土佐学協会と

してバスでも仕立てて、見学ツアーを開催しょうっちゅう提案があったがよ。夜

19 時頃から 4 時間ばあの神楽やき、泊まりになるけんど、飲み食いしもって気楽

に観れるらしいきに、こりゃあワシも是非参加したいと思うちゅうがやき。 
 
 また、青地さんは、平成 10 年に本川村教育委員会から発行された「本川神楽」

っちゅう小冊子を、ワシらあにプレゼントしてくださり、さらに神楽で使われる 5
種類の面のレプリカも持ってきてくださっちょったがやき。「山王」「しかみ」「般

若」「姫」「木こり」の 5 つの面ながやけんど、レプリカやちなかなかの迫力なが

よ。こりゃあ益々ホンモノが観てみとうなってきたがぜよ！ 
 

第 4 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！(2007 年 7 月 9 日) 

今回の理事会は、ワシも含めて 7 名での開催。当協会副会長の成田十次郎先生にもご参加いただけた

がやき。まずは以下の通りの報告事項が確認されたがよ。 
 
●前回理事会の議事録確認。 
●当協会顧問の松﨑淳子先生（高知女子大学名誉教授）より、「よい食生活をすすめるネットワーク」設
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立について。今後、連携していこう。 
●7 月 14 日（土）18 時 30 分～18 時 55 分、FM 高知（81.6MHz）にて放送の高知大学トーク番組「Change 
The 高知大学」において、当協会副理事長の坂本世津夫先生が、「土佐学について」をテーマに語る。 
●高知大学の蕭紅燕先生が発刊されゆう「土佐地域文化」の最新号（10 月発行予定）は土佐のお茶につ

いての特集。蕭先生は、人脈や研究も素晴らしく、活動内容も当協会と重なる部分が多い。今後、連携

していこう。 
●会費納入状況について。 
 
続いては審議事項。以下の通りの審議がなされたがよ。 
●第 4 の研究会「地域文化デジタルアーカイブ研究会」について。高知歴史民俗資料館が当協会と、協

定書を結びたいとのこと。内容を確認後、締結。 
●今後、当協会じゃあ、議事録は元号で、その他は西暦でっちゅう具合に統一。 
●高知大学公開講座「土佐学のすすめ」（～たまるか！土佐がはみかえる～）について。10 月 30 日（火）

～11 月 27 日（火）、毎週火曜日 19 時～20 時 30 分、高知大学朝倉キャンパスにて開催決定。 
●「土佐学・秋の収穫祭」について。11 月 23 日（金）に決定。 
●今後、10 年 20 年先に重みが違うてくるき、理事会についちゃあ、議事録は通算で「第○回」（19-4）
っちゅう具合に記述する。 
●「土佐学を満喫するツアー」づくり大コンペ大会について。「ツアー」やのうて「コース」に。県やコ

ンベンション協会らあも似いたことをやりゆう。連携しては。長崎の街歩きの博覧会「さるく博」

（http://www.sarukuhaku.com/）のホームページがようできちょって、こぢゃんと参考になる。 
●近年、様々な「検定」がブーム。「土佐学検定」について、今後検討していく。次回理事会にて検討。 
 
 さてその後は、19 時をちくと回って、高知女子大学の学生会員さん 2 名と原さんと、当協会副会長

の坂本正夫先生にもご参加いただき 11 名にて、ワシが座長を務めゆう「土佐酒学研究会」が開催され

たがよ。 
 まずは学生会員さんの若葉屋さんより、「土佐の祭り」についての発表。80
近くの高知県内各地の祭りと佐川町の 5 つの祭りについて、場所や開催日や内

容らあを、3 枚の資料に簡潔にまとめ、発表してくれたがやき。 
 続いては、坂本正夫先生より、土佐の「おきゃく」（宴会）や「神祭（じん

さい）」について、1 時間ばあのミニ講演を実施していただいたがよ。内容に

ついちゃあ、大体以下の通りやったがやき。 
●まず、日本の酒たぁ、神様に供え、共に飲み、一体感を味わい、自分らあの

無病息災と豊年万作を祈願するために造られたもんながよ。神祭りのために造

られたもんやっちゅう認識が、まず必要。 
●まずは神様にお酒や食事を供えて神事を行い、それらあを下げてきて、自分らあでいただくがよ。そ

の際の飲み方にゃあ 2 つあるがやき。まずは直会（なおらい）。特徴は、お酒は冷や酒で、席次や作法

が厳格ながよ。続いて一定の時間が経ちゃあ、饗宴へと変化するがやき。こちらの特徴は、お燗酒であ

り、席次や作法はゆるやかで、無礼講ながぜよ。 
●全国 47 都道府県の中で高知だっけの特徴は、この「直会」から「饗宴」に入るまでの時間が、極端に

短いっちゅうことながよ。 
●今で言う、土佐の秋の「神祭」は、戦前の頃にゃあ旧暦やき、「冬神事（ふゆじんじ）」と呼ばれよっ
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たがやき。 
●まず神社でのお祭りの部分で特徴的ながは、久礼八幡宮ながよ。神殿に供える神饌（しんせん）らあ

も、中世の頃の作り方を残いたもんで、一夜酒も残っちゅうがやと。また、須崎の浦の内の「鳴無（お

となし）神社」も、特徴的でえいがやと。  
●神事が終わったら直会、饗宴があって、家に帰る。各人の家々にも酒や肴が用意しちゃあって、誰が

どの家で飲んだち構わん。神祭の時にゃあ、高知に限らんと、全国どこやちこんな感じやったがやと。

それが、自宅から公民館に、公民館からホテルにっちゅう具合に移り変わってきたがやき。 
●家での宴席も、最初は直会の形式で始まって、後半は無礼講の饗宴ながよ。大体の家じゃあ、接待役・

飲ませ役の亭主が、2 人は構えられちょったがやと。 
●村の有力者はみんなあ謡（うたい）ができて、宴席じゃあ必ず謡われたっちゅう地域もあったがやと。

浄瑠璃の一節を順に言いあう「浄瑠璃拳」や「箸拳」らあも行われたりしたがやき。 
●ちなみに昔は女性は穢れちゅうとされて、正式の祝宴の際にゃあ、料理は男性が担当したがやと。 
●祝宴が終わりゃあ、翌日や翌々日も引き続いて行われたがよ。これを「残（ざん）」と言うがぜよ。 
●皿鉢料理は、元々は似いたもんが全国にあって、土佐独特のもんやないがよ。たまたま土佐の風土や

飲み方に合うたき、高知にだっけ残ったがやき。また、皿鉢が使えるがは上流階級の人で、一般の人は、

木の「もろぶた」らあに入れて出しよったがやと。 
●徳利や銚子の調査らあをしても面白い。また、県内各地の民具資料館らあに納められちゅう、酒器ら

あの民具をきっかけにして、各地の古老らあから話しを聞き出しても面白い。 
 
 坂本正夫先生の豊富な知識から来る、多岐に渡るお話しは、まっこと興味深うて、こぢゃんと参考に

なったがよ。また、まだまだワシらあはフィールドワーク調査に行くにゃあ予備調査が必要やっちゅう

ことが分かったき、7 月 15 日に予定されちょった調査は延期にさいてもうたがやき。 
 
 

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 7 月 17 日) 
 
 まずは、18 時から 4 名のメンバーにて「土佐のお茶研究会」。座長は坂本世津夫先生ながよ。最初に

水谷先生から、宮崎県の諸塚村観光協会「まちむら応縁倶楽部」の通信紙「森の風の記憶」のご紹介が

あったがよ。そこにゃあ、山茶についての記事があって、作家の壇一雄氏が「日向の山茶に勝るものな

し」と愛飲したっちゅうて書かれちゅうがやき。やっぱし著名人の方のこういう言葉が、キャッチコピ

ーとしちゃあ、ダントツに強いっちゅう話しになって、土佐茶についても、例えば司馬遼太郎氏あたり

が何か書いちゃあせんか、坂本先生が調べちょこうっちゅうことやったがぜよ。 
 また、先日坂本先生が、高知のお茶屋さん「森木翠香園」さんのお話しを聴く機会があったらしゅう

て、その話しをされたがよ。高知はお茶の品質は高いに、意外に地元の人はあんまりお茶を飲まんっち

ゅうがやき。東北地方らあの寒冷地は、お茶うけのお菓子らあとお茶を飲む習慣があるけんど、高知に

ゃあほとんどないがが残念やっちゅうがよ。こりゃあ、高知は元々ミネラル豊富な食材らあがいっぱい

あるきに、お茶でミネラル補給する必要がなかったきやないかっちゅう説もあるがやと。まあ、いずれ

にしたち、お茶は体にゃあえいがやき、高知でもまっとお茶を楽しむ習慣を普及させれりゃあえいのう。 
 また、高知大学の蕭紅燕先生が出版されゆう「土佐地域文化」っちゅう研究誌の次号が、今年の 9 月
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に発行予定で、「土佐のお茶特集」やっちゅうがよ。さらに 11 月中旬頃にゃあ、山茶のシンポジウムも

開催予定らしいがやき。「土佐学協会」としても蕭先生と連携して、共に「土佐のお茶」の研究、発展

に尽力していこうっちゅうことになったがぜよ。 
 その他は、坂本先生からの、十和のお茶や仁淀のお茶など、各地をヒアリング調査に行くっちゅうお

話し。また、土佐のお茶を有名ブランドらあの原料として使うてもうて名をあげるっちゅう手法もある

っちゅう話しも出たがやき。たとえば、スターバックス・コーヒーの新商品「抹茶コーヒー」の抹茶は、

全量高知県産ですっちゅうたら、こぢゃんとえい宣伝になるっちゅうことながぜよ。そういう可能性も、

ワシらあで模索していかにゃあイカンのう！ 
 こんな感じで、19 時半にゃあ「土佐のお茶研究会」は終了。引き続いては、宮川敏彦先生を座長とし

た「絶滅危惧の産業と文化の研究会」ながよ。こっからは、入会希望のオブザーバー出席で、城西館さ

んの松山さんが加わり、5 名での研究会やったがやき。 
 まず、宮川先生から、これまでの流れやまとめらあを簡単にお話しいただき、今後の活動について、

みんなあで、いろいろディスカッションしたがよ。今年の当研究会は「本川神楽」がテーマやき、いか

にその神楽を絶滅の危機から救うかっちゅう話しながやき。尚、詳しゅうは「6 月 27 日」のブログを

ご参照くださいや。 
 ほんで、とにかくまだ見たことがない人も多いき、11 月 30 日に本川の脇の山で開催される予定の「本

川神楽」をみんなあで見に行こうっちゅうことになったがやき。 
 とにかく、周りのもんで「本川神楽」を盛り上げりゃあ、地元の方々も改めて地域の貴重な文化とし

て見直していただき、後を継ぎたいっちゅう若者も現れてくるがやないろかのう。 
 
 

第 5 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！(2007 年 8 月 27 日) 

理事会は、ワシも含めて 5 名での開催。まずは以下の通りの報告事項が確認されたがぜよ。 
 
●前回の理事会の議事録確認。 
●退会者の件・・・成田副会長に報告。 
●「土佐の日」の協力依頼について・・・詳細を確認の上、後日審議。 
●「絶滅危惧の産業と文化の研究会」の座長の宮川先生からの報告（坂本副理事長からの代理報告）・・・

本川村神楽の件は、なかなか難しい状況があり、「土佐学協会」として協力していくことが厳しい状況。

また、「絶滅危惧」っちゅう呼称は変更したい。（詳細や審議等は、次回研究会にて。） 
●歴史民俗資料館から入会費と年会費が入金。 
●「地域文化デジタルアーカイブ研究会」の「土佐の暮らしを記録する～地域文化デジタルアーカイブ

講座」が 9 月 5 日より開講。 
 

続いては審議事項。以下の通りの審議がなされたがよ。 
●今後、4 つの研究会に 1 研究会あたり 25000 円の予算（本年度予算）を、最初に渡して、活動をしや

すうする。 
●「土佐学検定」については、内容の検討は保留。成田副会長に再度詳細確認。 
●「土佐学を満喫するコース」づくり大コンペ大会について。11 月 23 日開催予定の「土佐学協会研究

集会～秋の収穫祭～」にて実施。次号「ニュースレター」（来月初旬発行予定）にて内容紹介、募集開
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始。11 月 9 日申込締切。11 月 12 日選考会開催予定。 
●「土佐学協会研究集会～秋の収穫祭～」について。助成申請は行わないことに決定。参加費は実費徴

収予定。次号「ニュースレター」（来月初旬発行予定）にて内容紹介。 
 
 さてその後は、19 時をちくと回って、坂本副理事長が抜けて、原弘道さんと小西文子先生（高知学園

短期大学・生活科学学科・栄養指導研究室准教授）が新たに加わった 6 名にて、ワシが座長を務めゆう

「土佐酒学研究会」が開催されたがよ。 
 小西先生が初参加やき、まずはワシから、これまでの流れを簡単にご説明。続いては、当研究会の今

年のメイン研究テーマである、土佐の「おきゃく」（宴会）と「神祭（じんさい）」についてを話し合う

たがやき。 
 佐川町や仁淀川町じゃあ、もはや「神祭」の後に各家々で行われる昔ながらの「おきゃく」は、ほと

んど消滅してしもうちゅうようながよ。2 月の「秋葉祭り」の後に、ちょこっと行われゆう程度らしい

がやき。 
 香北町の原さんのご親戚の家で、11 月初旬に今でも開催されゆうっちゅう情報、また小西先生からも、

松﨑淳子先生（高知女子大名誉教授・当協会顧問）のお弟子さんの家にて開催されゆうらしいっちゅう

情報が得られたがよ。お二人にゃあ、次回までにそこに参加して取材するがが可能かどうか、聞いちょ

いていただくことになったがやき。また、清原先生からは、西土佐村で事前調査が可能やっちゅうお話

しもあり、9 月か 10 月に取材にうかがおうっちゅう話しになったがぜよ。 
 西土佐村での事前調査、香北町と土佐清水市での比較研究っちゅう流れで、ほ

ぼ決定。また、小西先生にお手伝いいただき、高知学園短大の生徒さんらあに、

「神祭」についてのアンケート調査も実施しょうっちゅう話しになったがやき。

メイン研究についての大筋が、なんとか見えてきたき、ホッとしたがぜよ。 
 
 また小西先生から、ご参考までっちゅうことで、ご著書の 「栄養教諭ってど

んな仕事」（～職務に必要な基礎知識～）〈小西文子 著 明治図書〉を、皆さんに

いただいたがやき。まっことありがとうございましたぜよ。 
 
 
 
 

第 6 回理事会と 2 つの研究会ぜよ！(2007 年 8 月 30 日) 

  
 今回の理事会は、ワシも含めて 7 名での開催。まずは以下の通りの審議がなされたがぜよ。 

●「土佐“学”を満喫する旅コース」づくり大コンペ大会について。詳しい内容についてが、ほぼ決定。

「日帰り」か「1 泊 2 日」のどちらかで応募いただくことに。9 月中旬発行予定の協会のニュースレタ

ーに募集告知掲載。応募締切は 11 月 5 日。大賞 1 点、入賞 2 点を決定し、11 月 23 日開催予定の「土

佐学協会研究集会～秋の収穫祭」にて発表・授賞式。 
●「土佐学協会研究集会～秋の収穫祭」について。 
〈趣旨・目的〉土佐学に関する研究・調査の報告、意見発表会を行うとともに、会員の交流を活発にし、

会員相互の親睦を深めるがを目的としちゅうがよ。 
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〈日時〉2007 年 11 月 23 日（勤労感謝の日）13 時～17 時 
〈会場〉高知城ホール 
〈参加費〉無料 
※ただし、「土佐の食とお酒の相性実験会」に参加の場合は、参加費 1000 円。（未成年およびお車を運

転される方は参加をお断りいたします。） 

10 月 3 日を「土佐の日」に、について。本年 10 月 3 日開催の「土佐人・全国大会」の「土佐の日」

制定記念シンポジウムに、「土佐学協会」として、誰かが参加。 
●次回ニュースレターは、9 月中旬頃発行予定。ここに、各研究会の 9 月～11 月の予定を掲載。 

 
 続いては、「土佐のお茶研究会」が開催されたがよ。座長の坂本世津夫先生から、今後は個別のフィ

ールドワーク調査を中心に活動していくっちゅうことが発表されたがよ。今後の予定らあについちゃあ、

次回ニュースレターや、「土佐学協会」のブログ（http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/）に掲載し

ていくっちゅうことが決定したがぜよ。 
 「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、「氷室のはなし」（菅谷文則・

宮川敏彦・山崎清憲 著 国道 194 号広域観光推進協議会 発売元:高知新聞企業）を

いただいたがよ。 
 ほんで、本年度の「絶滅危惧の産業と文化の研究会」は、本川の神楽を取り上げ

て、応援していく予定やったがやけんど、先方の内部的な事情で、なかなか入り込

んでいくがが不可能やっちゅうことが判明。今後は「個」を追いかけて応援するっ

ちゅうスタイルはやめて、高知県内各地の神楽を比較研究し、どうすりゃあ維持発

展さいていくことができるがかっちゅうあたりを、資料としてまとめて残していく

っちゅう方向に変更することが確認されたがやき。 
 また、「絶滅危惧の産業と文化の研究会」っちゅう名称は、やっぱし「絶滅危惧」っちゅうあたりが

取り上げられた側にとっちゃあ面白うないっちゅうことで、宮川先生から変更したいっちゅうお話しが

あったがよ。ひとまず本年度いっぱいはこのままでいって、次年度から変更する方向で検討することに

なったがやき。 
 ほんで今後は、神楽っちゅう「個」だっけを取り上げるがやのうて、たとえば土佐の祭りや沿岸漁業

や山岳観光等々、様々な地域の産業や技術や文化を取り上げて、やっていこうっちゅうことになったが

よ。宮川先生いわく、引き出しをひっとつずつ見ていくがやのうて、これからはタンス全体を見ろうっ

ちゅうことながぜよ。 
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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」の本年度は、「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」と、「土佐学研究集会～秋の収穫祭～」における「土佐の食とお酒の相性実験会」の 2 つの活動が

メインになります。少しでも興味を持たれた方は、是非今からでも、当研究会にご参加頂けましたら幸

いです。                                （座長 竹村昭彦） 
 

     第 8 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 9 月 26 日（水） 午後 7時～9 時 

     第 9 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 10 月 16 日（火） 午後 7時～9時 

     第 10 回「土佐酒学」研究会 
          平成 19 年 11 月 19 日（月） 午後 6時～8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」 
「土佐のお茶研究会」は、9月～12 月までの間、毎月 1回開催していました月例研究会は休会とい

たします。これからは、より具体的な地域での研究活動を実施していきたいと考えています。「土佐

のお茶」研究会の、今後の活動予定につきましては、随時、土佐学協会のブログにてご案内させてい

ただきますので、何卒よろしくお願い申し上げます。まだ、詳細は未定ですが、11 月に高知大学の蕭

紅燕先生と一緒に、「山茶」に関してのシンポジウムを開催したいと考えております。詳細が決まり

次第、土佐学協会のブログなどでご案内させていただきます。       （座長 坂本世津夫） 

土佐学協会ブログ http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/ 
  

 

 

 

●「絶滅危惧の産業と文化の研究会」 
これまで、まちの駅で研究会を続けてきましたが、今後は「住民とともに学び、地域から土佐を元 

気にする」という目的で、できるだけ地域に出かけて住民のみなさんに学び、未来を考えるという活

動を展開します。研究してみたいという方、ごいっしょに計画を作って楽しくやりませんか。具体的

には、以下の 3つのテーマを考えていますが、この他にも地域のみなさんと相談しながらテーマを増

やしていきたいと思っています。新しい活動が始まるときには、土佐学協会のブログでご報告します。 

 （座長 宮川敏彦） 

   

 1.伝統産業・土佐備長炭の青年製炭者支援と元気な地域づくり 

2．土佐の神楽の未来像―梼原・本川・池川の神楽文化と後継者づくり 

3．土佐市宇佐町の地域学 

   

参加ご希望の方は、下記宛てにご連絡ください。 

  また、『高知県木炭史年表(2007 年版)』ができましたので、ご希望の方はお電話ください。 
  

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

 

● 「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） 
地域デジタルアーカイブ研究会と県立歴史民俗資料館の主催で「地域文化デジタルアーカイブ講座」

が９月５日から始まりました。これから、全 11 回の講座を高知女子大、歴民館、フィールド等で行っ

ていきます。12 月１日午前 10 時からは歴民館で受講者の成果発表会を開催しますので、是非、見にい

らして下さい。                                （座長 大野 加惠） 
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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、何とぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

     第 7 回「理事会」 
          平成 19 年 9 月 26 日（水） 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） 

     第 8 回「理事会」 
          平成 19 年 10 月 16 日（火） 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） 

     第 9 回「理事会」 
          平成 19 年 11 月 12 日（月） 午後 5時～7時      

           場所：高知女子大学永国寺キャンパス地域創成センター会議室 

 

 

お知らせ 

 
高知大学「秋の公開講座」を土佐学協会のメンバーが担当します。 

 

 

講座名：「土佐学のすすめ」 

－たまるか！ 土佐が はみかえる－ 

 

講座の内容： 

私たちが暮らしているこの「土佐」には、本来、素晴らしいものが沢山あります。それは、文化（伝承文化）

であったり、産業資源（お茶、お酒、紙、お魚など）であったり、人であったり、また自然景観（足摺岬、四万

十川、太平洋、四国カルストなど）であったりします。地域づくりは、まず私たちが暮らしているこの「土佐」

を良く知り、土佐に誇りをもつことから始めなければなりません。土佐に暮らしている人々が全員で、土佐を理

解することから始めなければなりません。 

土佐に住む私たちが、この土佐で喜びと希望を持って力強く生きていくためには、そのような人を育てる「新

しい学問」があって、それを小さいときからしっかり学び、身につけていることが大切です。そこで私たちは、

すでにつくられ、存在する貴重な知や技をまとめるとともに、新しい知や技を発掘・創造し、さらにそれらを人々

に伝えていく方策を求めいこうとしています。「土佐学」とは、土佐で生活する人々、土佐を愛する人々に喜び・

希望・活力を与える知や技のまとまりです。是非、一緒に「土佐学」を学んでみませんか。 

 

第１回 「人生を 10 倍豊かにする！ 土佐人のための土佐酒活用法！」竹村 昭彦 

第２回 「温故知新－土佐の暮らしデジタルアーカイブの試み－」大野 加惠 

第３回 「土佐・高知におけるくらしと地方自治」水谷 利亮 

第４回 「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」清原 泰治 

第５回 「土佐備長炭の未来をひらく青年たち」宮川 敏彦 

 

※ 協力：「土佐学協会」 http://tosagaku.cocolog-nifty.com/report/ 

 

講 師：竹村 昭彦、大野 加惠、水谷 利亮、清原 泰治、宮川 敏彦（講師） 

坂本世津夫（コーディネーター） 

 

講師紹介： 

竹村昭彦（たけむら あきひこ） 司牡丹酒造株式会社代表取締役社長 

大野加惠（おおの かえ） 有限会社生活創造工房代表取締役 

水谷利亮（みずたに りあき） 高知短期大学准教授 

清原泰治（きよはら やすはる） 高知女子大学教授 

宮川敏彦（みやがわ としひこ） 農山村文化研究家 
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坂本世津夫（さかもと せつお）コーディネーター 

高知大学国際・地域連携センター教授（生涯学習部門長） 

「地域産業おこしに燃える人」（内閣官房・経済産業省） 

「地域活性化伝道師」（内閣官房） 

 

日 程：10 月 30 日、11 月 6 日、13 日、20 日、27 日 

    毎週火曜日 19 時～20 時 30 分 

 

会 場：高知大学 朝倉キャンパス 

 

受講料：6,200 円 

 

高知大学「秋の公開講座」 『土佐学のすすめ』 

http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/2007/naiyou.html#14 

 

 

 

会員の書いた本 
 
土佐学協会顧問の松﨑淳子先生が代表を務める「土佐伝統食研究会」の

編著、『土佐の食卓～伝えたい おふくろの味 ママの味～』が、高知県農業

改良普及協会から発刊されました。(定価 2000 円) 
 本書は、「第 1章 高知の風土と食」「第 2 章 高知の食材とレシピ」

からなっています。第 1 章では土佐の食文化や食の特性についての解説が

なされ、第 2 章では土佐の豊かな食材を用いた料理とレシピの紹介が、色

鮮やかな写真とともに掲載されています。料理の本としても、そして食文

化を伝える書としても、たいへん興味深い内容です。 

 
 

 

※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。 

 

 

 

 

 
編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 
 

 

 

 

 

 

本文でもご案内しましたとおり、「第 1 回土佐学研究集会―‘秋の収穫祭’」

を開催することになりました。研究発表も楽しみですが、竹村理事長による実

験会、そして土佐の旅のコンペも期待が持てます。さっそく、私はゼミの学生

たちにプランづくりを呼びかけました。学生たちも大いに興味を持っていま

す。(副賞に?!…) 土佐をフィールドに調査・研究することも楽しいですが、

みんなが知っている土佐の良いところを教えあうということもまた、土佐の良

さを広めるうえで重要なことです。みなさんぜひ、私の「土佐自慢」をいたし

ましょう。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。この夏、私はなかな

かいい農家民宿に出会いました。その話でも…。（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） 


