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新企画:「土佐学ミニ講演会」のご案内 

朝晩の寒さがだんだん厳しくなってきましたが、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、「せっかくこれだけ高名な専門家のみなさんが会員でいらっしゃるのに、土佐

学協会会員のために特別にお話をしていただけないものか」という理事会での発言があり、

土佐学協会会員を特別講師に「土佐学ミニ講演会」を開催することとなりました。  

第一回の講師は、副会長の成田十次郎先生、第二回は顧問の松崎淳子先生にお願いすることに

なりました。 

成田先生は、筑波大学名誉教授で、スポーツ史研究で数多くの素晴らしい業績をあげられてお

り、世界的な権威でいらっしゃいます。世界的な視野で、土佐学への期待を語っていただきます。 

松崎先生は、高知女子大学名誉教授で、土佐の食文化の発展に顕著な功績を残されてきたこと

を称えて、高知県文化賞を受賞されています。食文化研究の第一人者からみて、土佐の食の「売

り」は何なのか、ぜひお聞きしてみたいと思います。 

 土佐学協会には、さまざまな分野で素晴らしい仕事をしてこられた方がたくさんいらっしゃい

ます。今後、月 1回のペースで「土佐学ミニ講演会」を継続していく予定です。 

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！ 

 

 第 1 回土佐学ミニ講演会 

  講師：成田十次郎会員(副会長) 

  テーマ： 土佐学に期待すること 

  日時:平成 20 年１月 28 日月曜日 18 時～19 時 30 分 

  場所：大橋通「まちの駅」 

  定員：先着 20 名 

  会費：無料 

 

 第 2 回土佐学ミニ講演会(顧問) 

  講師：松崎淳子会員 

  テーマ：「高知の食の‘売り’は何だろう？」 

  日時:平成 20 年 2 月 19 日火曜日 18 時～19 時 30 分 

  場所：大橋通「まちの駅」 

  定員：先着 20 名 

  会費：無料 
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第 1回土佐学研究集会「秋の収穫際」は大豊作！ 

 11 月 23 日、高知城ホールで、「土佐学研究集会‘秋の収穫祭’」を開催しました。研究集会

には会員・非会員あわせて 35 名の参加があり、会場は満席。和やかな雰囲気の中、第 1 回研究

集会はまさに「大豊作」となりました。 

 

研究集会の様子を、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/ 
 
11 月 23 日（金）は、第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」が開催されたがぜよ。 

 約 30 名の方々が集まられた 13 時、オープニングセレモニー開始。副理事長の坂本世津夫先生の司

会で、まずは土佐学協会会長挨拶。中内光昭会長はご欠席やき、成田十次郎

副会長がご挨拶されたがよ。 
 続いては、協会の 4 つの研究会の中間報告。その後、３名の会員の方々か

らの一般研究報告ながよ。まずは、高知女子大学文化学部 4 回生の野川さん

が「高知県内における総合型地域スポーツクラブの類型と特徴」についての

報告。県内の 19 のクラブを 6 つに類型化し、それぞれの知恵やノウハウをク

ラブ間で共有させたいっちゅう、なかなか堂々とした発表やったがぜよ。 
２人目は、高知学園短期大学の小西先生の「酒盗はエコクッキング」っち

ゅう発表。カツオ節を製造する際の副産物の内蔵を塩漬けして発酵さいたが

が酒盗やき、資源を有効利用しちゅうエコクッキングやっちゅうかよ。原料のカツオの胃・幽門垂（ゆ

うもんすい）・腸らあの写真も回覧され、製造方法らあについての話しもあって、酒盗についての知

識が深まったがぜよ。 
    
    
    
  

 
 
 
 
 
3 人目は、高知女子大学の清原先生の「嶺北地方の相撲について」の報告。土佐はかつて、横綱玉

錦をはじめ、大相撲や学生相撲に多くの名力士を輩出してきた「相撲王国」やったっちゅうかやき。

ほんで、清原先生は、そんな相撲好みの風土が形成された要因の一つは、地域で行われてきた宮相撲

の伝統やっちゅうがよ。ほんで、宮相撲がこぢゃんと盛んやった嶺北地方を事例に、地域共同体にお

ける宮相撲の社会的機能についての考察が、発表されたがぜよ。 
 3 名の一般研究報告も無事予定通り 14 時 50 分に終了し、休憩時間を兼ねて、「土佐花番茶タイム」。

「土佐のお茶研究会」としてワシらあが、佐川町の岡林製茶さんや JA コスモス営農指導課さん、佐

川町役場の産業振興課さんらあのご協力を賜り、世界初ともいえる「土佐花番茶」2 種類（平番茶と
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柳）を試作したき、それを皆さんにお飲みいただこうっちゅう趣向ながよ。皆さん悦んで召し上がら

れ、さらにお一人お一人に、解説書付きで「土佐花番茶」（平番茶）1 袋がお土産に配られたもんやき、

大悦びやったがぜよ。 
続いては 15 時 10 分から、いよいよメインイベント、「土佐学を満喫する旅

コースづくり大コンペ大会・授賞式」ながよ。その記念すべき第 1 回は、12
名の方々からのご応募をいただき、理事会による選考会の結果、下記の 4 名

の方々が入賞されちょって、今回は土佐学大賞「土佐の旅達人」や各賞が決

定するっちゅう訳ながやき。 
 
①「土佐清水、海の癒し満喫コース」（萩野新子さん） 
②「知って味わう土佐の食（野菜編）」（長崎雅代さん） 
③「地質・酒蔵の町、佐川町を満喫する旅」（若葉谷友香さん） 

           ④「土佐の『海賊』と『甘・辛』の旅コース」（本越理香子さん） 
 
 ほんで、ご出席いただいちょった長崎さんと若葉谷さんのお 2 人のプレゼンテーションがあり、ご

欠席のお 2 人は、審査委員長の水谷先生の代理プレゼンテーションで、審査が成されたがぜよ。ちな

みにこの頃にゃあ、ご来場者も増えて 33 名になっちょったがよ。 
 さていよいよ審査結果発表と授賞式。まずは 4 名の入賞者以外の方の各賞発表ながよ。審査委員長

賞は、「日曜市で購入した食材を夕食に。お洒落な 30 代～50 代女性向けプラン」（松田雅子さん）。

準特別賞は「いただきます！満腹くれツアー」（山中梨紗さん）に決定。お 2 人はご参加いただいち

ょったき、賛助会員企業各社からの副賞が、ワシから贈呈されたがやき。 
 そしてついに、「土佐の旅達人」の発表！栄えある第 1 回「土佐の旅達人」は、萩野さんに決定！

優秀賞 2 名は長崎さんと若葉谷さん、本越さんは特別賞に決定したがやき。ご出席の長崎さんと若葉

谷さんにゃあ、沢山の副賞が贈呈され、大賞の「土佐の旅達人」に認定された萩野さんは残念ながら

ご欠席やったき、代理の小西先生に、「土佐の旅達人」認定賞と豪華な副賞が贈呈されたがぜよ。 
 続いては 16 時 10 分から、締め括りのメインイベント、「目からウロコ！土

佐の食とお酒の相性実験会」（参加費 1000 円・20 歳以上の方のみ）が開催さ

れたがよ。まずは以下の通りの 6 種類のお酒と 6 種類のお料理がズラリと用

意され、皆さんチクとビックリながやき。 
 
〈お酒〉 
・ビール ・白ワイン ・赤ワイン ・日本酒 ・芋焼酎 ・梅酒 
〈お料理〉 
・清水サバの刺身 ・カツオのタタキ ・どんこシイタケ（ホイル焼きにポン

酢） ・川エビの唐揚げ ・酒盗 ・ブルーチーズ 
 
 6 種類のお料理それぞれに 6 種類のお酒を合わいて相性を確認していただいて、その良し悪しをシ

ートに記載していただくっちゅう内容やき、6×6 で 36 回お酒を飲まにゃあならんっちゃうことなが

やき！こんな体験は、皆さん初めてのことやっつろうき、なかなか大変やったがやないろうか。皆さ

ん真剣な表情でお酒とお料理を交互に口にされ、眉間にシワを寄せもって、悩みに悩まれよったよう

ながぜよ。 
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 皆さんが相性の体験を終えた頃、ワシからの解説ながよ。「あなたの人生を豊かにする食とお酒の

相性のコツ」っちゅう資料を用意さいてもうて、コメントさいてもうたがやき。こぢゃんと簡単に言

うたら、食とお酒の相性のコツは、まずは「4 つの基本」があって、それを踏まえた上で、「4 つのコ

ツ」があるっちゅうことながぜよ。 
「4 つの基本」 
〈基本①〉食中酒（食事を食べもっていただくお酒）としちゃあ、醸造酒が最適である。 
〈基本②〉蒸留酒は食中にゃあ用いず、食後にカワキモノらあをつまみもってゆっくりいただくがが     

基本である。 
〈基本③〉リキュールらあの糖分が多いお酒は、ディジェスティフ（食後酒）としてデザートらあに

合わせるがが基本である。 
〈基本④〉炭酸ガスの入ったスパークリング系のお酒はアペリティフ（食前酒）に適す。 
「4 つのコツ」 
〈コツ①〉軽いお料理にゃあ軽いお酒、重いお料理にゃあ重いお酒。 
〈コツ②〉お料理の格や繊細さにお酒も合わせる。 
〈コツ③〉その土地のお料理にゃあその土地のお酒を。 
〈コツ④〉似いた風味があるお料理とお酒は相性がえい。お酒を多うに使うたお料理にゃあ、そのお

酒を合わせる。 
 さらに日本酒だっけにゃあ、あと 2 つのコツがあるがやき。 
〈コツ⑤〉日本酒は、反発するお料理がほとんどない。 
〈コツ⑥〉旬の素材を使うたお料理にゃあ旬の日本酒が最適。また、定番の日本酒やち季節に合わい

て温度を変えりゃあ、同様にベストマッチ。 
 だいたいこんな話しをさいてもうて、無事「土佐の食とお酒の相性実験会」は終了。予定時間をチ

ックとオーバーして、17 時 15 分ばあにゃあ、第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」は閉会となった

がやき。 
 その後は、会場の片付けらあをして、17 時半ばあから部屋を変えての懇親会。11 名のメンバーに

て、おいしいお酒を酌み交わしもって、おいしいお料理をいただき、語り合うたがやき。皆さんの笑

顔にゃあ、一つの事業を成し遂げたっちゅう、まっことこぢゃんとえい満面の笑みが広がっちょった

がよ。皆さん、まっことご苦労様でした！素晴らしい収穫祭を、ありがとうございましたぜよ！ 

 

土佐学協会‘秋の収穫祭’研究会中間報告 

土佐酒学研究会  

平成 19 年度の「土佐酒学研究会」の活動は、大きく以下の 3つのテーマに分かれます。 

①「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」のヒアリング調査と、その

まとめ。 

②第 1回土佐学研究集会「秋の収穫祭」における「土佐の食とお酒の相性実験会」。 

③「土佐のおきゃく 2008」（平成 20 年 3 月開催）へのイベント参加。 
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まず①につきましては、旧西土佐村と土佐清水市（鹿嶋神社大祭）の 2ヶ所に「おきゃく文化」の

ヒアリング調査に行ってきました。今後は、来年 2 月 11 日「秋葉祭り」における仁淀川町の「おき

ゃく文化」のヒアリング調査に行く予定で、それらを年度内にまとめ上げます。 

②につきましては、既に 11 月 23 日（金）に開催し、好評のうちに無事終了いたしました。 

③につきましては、当協会の顧問でもある松崎淳子先生と土佐伝統食研究会にご協力いただき、下

記内容のイベントを開催する予定です。 

 

～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～ 

●場所:城西館（和室・50 名程度限定） 

●会費:8000 円程度を予定 

●内容:土佐伝統食研究会の松崎淳子先生監修により、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」（宴会）を再現します。松崎先生らの解説を聞きながら、当時の

家庭における皿鉢料理等を再現したものをいただき、当時からある銘柄のお酒を酌み交わすというも

の。「松の皿鉢」「鯛のたま蒸し」「やまいもと生魚のすり身」「魚入りのぜんざい」等々、今では

滅多に口にすることのできない、珍しく、かつ懐かしいお料理が目白押しの予定です。 

以上、当研究会の活動に興味をもたれた会員の皆様は、いつでも途中参加大歓迎ですので、是非お

気軽にお越しくださいませ。                       （座長:竹村昭彦） 

 

土佐のお茶研究会－『土佐花番茶』づくり－ 

この度、番茶と乾燥した茶花を混和した「土佐花番茶」（試作品）が完成しました。その経緯を簡

単に紹介するとともに、試飲会を開催しました。 

なお、今回の「土佐花番茶」づくりにおいては、岡林製茶(高岡郡佐川町黒原 1535 ) 、JA コスモ

ス営農指導課・鮑(ほう)さん、佐川町産業振興課・和田さんには、いろいろご協力いただきました。

ありがとうございました。 

［１．経過］ 

きっかけは、私たちの研究会において仁淀川町で調査したおり、教育委員会の方から各家庭の番茶

用茶葉について説明を聞いたことでした。仁淀川町の田舎の家庭では、秋に番茶を摘むときにお茶の

花もいっしょに摘み、それを三椏用の釜で焙ることで番茶を作り、その番茶を沸騰した鉄茶瓶に入れ

て飲むそうです。そして、その年に飲み切れなかった茶葉を保存して、１年物、２年物、３年物とし

て「熟成」した番茶を飲む前に１回焙って飲むことがあり、その茶花入りの番茶の風味が良いという

ことでした。 

そこで、「土佐のお茶研究会」でプロジェクト化して、今年度に「佐川町・花ばん茶の里づくり事

業」として実際に「土佐花番茶」の試作品を作ることにしたのです。 

［２．花番茶のおおざっぱな解説］ 

茶は、4 月末～5 月初旬に一番茶、二番茶、三番茶と摘んで、秋に花が咲く頃に番茶用の茶葉を摘

みます。茶の花は、茶園では茶葉の栄養をとってしまうので花は不要であり、また花も毎年咲くもの

ではないそうです。花は、夏の気候などが茶の木にとって厳しく、「生命」の危機を感じた時の秋（初
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春にも咲くことがある）に咲くそうです。まさに、「きびしいときこそ花が咲くんだよ」、というこ

とです。番茶には、２種類あり、大柄な茶葉がそのままのものが「平番茶」、手で茶葉をよったもの

が「柳」といいます。 

［３．「土佐花番茶」づくり］ 

研究会のメンバーは、10 月 29 日(月)に、JA コスモスの鮑さんと佐川町役場の和田さんの心強い協

力をいただきながら、茶花の蜜の香りがかぐわしい岡林製茶の茶園で、その蜜を求めて来る蜜蜂に注

意しながらも、茶摘みならぬ茶花摘みを行い、約３㎏の茶花を集めました。 

その後、岡林製茶の茶工場で茶花を乾燥させて、この時はそれらと「柳」の番茶とを混和して袋詰

めし、「柳」番茶の「土佐花番茶」の試作品が完成しました。11 月７日(水)には、先の乾燥させた茶

花と「平」番茶を混和し、「平」番茶の「土佐花番茶」の試作品も完成しました。 

この報告の後に試飲会を開催し、参加者のみなさんには、番茶の芳ばしい風味・コクとハーブティ

のような茶花のやさしくナチュラルな味わいを同時に楽しんでいただけたと思います。 
古来より土佐の高知は、静岡以上においしいお茶が取れる名産地でありましたが、一般的には名前

が売れていませんでした。この度の「土佐花番茶」が、お茶の名産地として土佐の高知が世に知られ

るきっかけになれば幸いであると考えております。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
(座長代理：水谷利亮) 

 

地域文化デジタルアーカイブ研究会 

９月から開始した「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」の修了式を 12

月 1 日、高知県立歴史民俗資料館で行いました。その様子は、翌日（12 月 2 日）の高知新聞朝刊にも

掲載されましたので、ご覧頂いた方も少なくないと思います。 

＜展示の様子＞       ＜高知新聞記事＞      ＜修了式での発表＞ 
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修了式に引き続いて、12 月 10 日まで高知県立歴史民俗資料館で講座の成果の展示を行いました。

従来型のパネルや写真の展示に加え、受講生が記録してきた写真や動画を、コーナーの３台のパソコ

ンで閲覧できるようにしたものです。 

座学の講座の後、デジタルアーカイブの対象とした「土佐の暮らし」は、「土佐市蓮池西宮八幡宮

秋祭」です。座学とは異なり、事前の情報収集、なれないデジタルカメラやビデオを使っての記録、

そしてプレゼンテーション用データの作成…と、受講生や県立歴史民俗資料館の学芸員はとても大変

だったと思いますが、それぞれが役割分担をして、無事、素晴らしい成果発表を行うに至りました。 

ご協力を頂きました土佐市蓮池西宮八幡宮秋祭の関係者の皆様を始め、多くの方にお礼を申し上げ

ます。 

地域文化のデジタルアーカイブ講座は、来年度も引き続き行います。12 月～３月までは、今回の講

座の中心となった講師陣や実際に参加を頂いた受講生と共に、当年度の課題をだし、次年度に向けて

のより良い講座に向けて議論を行って参ります。 

今回の取組をご覧になられて、次年度の講座に参加してみたいという方がいらっしゃいましたら、

是非、私まで（ohno@rigulife.co.jp）ご連絡を頂けたらと思います。講座を開催するにあたっての

ご希望等もあらかじめ寄せて頂けましたら、大変ありがたいです。よろしくお願い致します。 

(座長:大野加恵) 

 

地域における実践的「土佐学」。「絶滅克服」の３条件。 

 この 1年、「土佐の産業・文化・技術など、絶滅が危惧されているもの、がんばっているものを調

べてみろ」という課題を背負いました。私なりに地域の研究や活動の経験をふまえ、取り組んでみま

した。道を開くには本当に難しいです。 

 

１．高知新聞に「ポスト橋本に思う」という連載があります。最初は、関西学院大学の野田正彰さん

でした。高知県をどう見るか、ほとんど同感ですし、書かれているようなことを私も長い間、言って

きました。  

 しかし違うところは、私は高知県で生まれ、高知県でくらし、死ぬまで高知で生きなければなりま

せん。ですから、「ではどうやって高知をよくしていくか、みんなが食べていけるようにするのか。

そのために自分は何ができるのか」、馬鹿みたいな実践に明け暮れなければなりません。外から、こ

うあるべきだ、こうすべきだと批判や提言をするのはしよいです。県民である私たちは、毎日毎日、

意味のないように見えることを積み重ねて、わずか 1ミリの歴史をすすめなければなりません。  

 確かに野田さんは、外から眺めて、いてもたっても居れないかもしれませんが、民衆というものは

したたかなものですから、たいへんのように見えても、スタインベックの「怒りのぶどう」の一家の

ように、最後までへこたれることはありません。 

  野田さんの話から私たちが学ぶべきは、「近い過去を見よ」ということでしょう。野田さんは、幕

末から明治初期のわずか 20 年間の、坂本龍馬・自由民権だけを観光的に繰り返すのではなく、その

後の歴史を見よ、といっています。この 100 年と現在を高知の人たちは避ける傾向があります。私は

機会あるごとに、「いつまでも、坂本龍馬（歴史）・自由民権（政治）・四万十川（自然）とカツオ

のタタキ（料理）の 4点セットではダメではないか」、と言ってきました。 

 

２．今、高知県で弱くなったのは、住民の自治、学習、社会運動などの力ではないかと思っています。



 8

地域の自治的なエネルギ－です。かつては学校の先生たちが、文学活動や地域の歴史や社会調査、自

然の研究など、住民や子どもたちといっしょになって、科学や文化を育てました。教育者であり科学

者でした。  

 私はこうした力を探して、もう一回、地域の自然や社会の勉強を住民自身のエネルギ－、学校の先

生や自治体の職員の協力を得てがんばってみようと各地を訪ねてみました。しかし、私が長く続けて

きた地域活動は、なかなか発見することができず、失望の念に陥っています。最近のいくつか事例で

す。 

 ① 本川村（現在いの町）です。一人の青年が正統派神楽の継承にがんばっています。土佐学協会

も、それを応援して再興できるようにと考えました。役場に聞きますと、地域には、神楽をになう人

たちの間にむずかしい、深刻な矛盾、対立があって、なかなか共同できない、役場もさじを投げた、

という話です。町長さんは、宗教活動だから、保存や支援など関わることはしないと。本当にそうで

しょうか。津野町も梼原町も、地域文化を大事にし、町長さんなどが保存会の会長さんです。 

 ② この夏、梼原町の自然と文化を学ぶ住民組織を作りたいと思いました。まず、林業に生きた年

配のみなさんの記録、この人たちの生活史を語ってみよう、とお世話下さる方に相談しました。成果

を学校のこどもたちにも知らせようと。とても喜んでくださり、11 月初めには 1回目の集まりができ

るようにしようとなって楽しみにしておりましたが、そこからがなかなかすすみません。 

  ③ 宇佐の海を背景にした歴史、自然、文化の研究も考えました。有志が張り切ってくれましたが、

結局、そこからが難しい。 

 

３．外からの働きかけだけでは、うまくいくと思っても、地域の中に核がないことには続きません。

20 年、30 年前でしたら、学校を中心に、学習活動家がどっさりおりました。内発的なエネルギ－の

核、原動力がありました。その力を回復するために、いま私たちは何ができるのか、何をすべきか、

だと思います。 

 私は元来、社会運動や生産者運動が好きなものですから、結局は、地域の人たちがどうしたら食っ

ていけるか、そのために何をすべきかを考えます。研究も、当然それに役だつものでなければなりま

せん。研究をしていくと、解決のための課題が見えてきます。大事なことは、研究でわかった理屈が

実際の問題解決に役立つかどうか、です。実践し、成果が上がっていくと楽しく、地域に自信もでき

ます。 

 土佐学といいましても、「水戸学」とか「東北学」、「北海道文学」とかの世界とは違って、歴史

的に認められた学問や文化の体系があるわけではないと思います。ですから土佐学とは何か、どのよ

うに土佐学をすすめるのか、ここのところを打ち立てることが、土佐学協会が長生きできるカギだと

思います。 

 土佐学協会の会員が、独自にテ－マを追加して研究し、1 年に 1 回の発表を行うといっても、なか

なか難しい話です。高知県には各地でがんばっているみなさんがいます。それを広く見渡して、この

ような研究会の機会に横断的に発表していただく、そういう総合的な研究発表の機会を得ることも必

要と思います。 

 研究は、どのようなものであれ、3 年、5 年、10 年以上と積み上げて初めてわずかな成果が生まれ

るものです。私には本川の氷室研究と活動も、高知の障害者運動もそうでした。木炭研究も 20 年以

上になります。やっと、地域産業をどうするのか、青年の製炭者の未来がどうすれば開けるか、大阪

や東京での市場価格を生産者が食っていけるものにするにはどうすればよいのか、答えもわかり、生

産者自身が組織を作って実現のための活動をしています。11 月、100 年の炭の歴史で初めて、生産者
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が大阪の大きな料理店と直接交渉をし、産直・共同出荷に成功して価格も 20％アップを実現しました。 

 土佐学協会も、基礎研究や地道な調査を積み重ね、「高知の人たちが、どうすれば食っていけるか」

を研究しなければならないと思います。脱藩主義ではなく、また、東京から偉い人を呼んでくるので

もなく」です。 

 

４．最後に、伝統産業や文化・技術の未来を開く三つの条件について 

 高知県には、山村・農村・漁村を中心に、伝統的な産業や技術がたくさん生きています。最後に「回

復の力」となる条件を考えてみたいと思います。 

 ① 地域産業としての生産が継続的になされていること。つまり、地域や住民が生きていく力とな

る基盤の産業であること。文化や技術の土台です。これを「生活の力」と言ってもよいと思います。 

  ② とは言っても、技術や文化は産業から興りながら相対的に独立した世界を持つものですから、

その成果を大切にし、保存・普及していく特別の努力が必要です。地道な研究を重ね、保存会も作り、

小さくても資料館などが継続の力を発揮します。思いつきのような、俄仕立ての取り組みでは、花火

の跡のような寂しさだけが残ってしまうので、その力を継続できることが大切です。「文化」の力で

す。 

 ③ この①②の力を維持、発展させていくのは、担い手である住民の力、将来に引き継いでいく青

年の力です。若い人たちを励まし、学習と青年・中堅・熟練者の交流をすすめ、5年先、10 年先を見

通した生産者の力を育てることです。外から、知恵や理屈をいくら持ち込んでも、簡単には地域の力

に転化されません。山村の仕事が奪われたから人がいなくなり、「限界集落」となっていくのですが、

解釈するだけではエネルギ－にはなりません。「おまえのところは限界集落だ」などと外部からいく

らレッテルを貼っても、それだけでは何も解決しません。大事なことは、住民を主体に、外部の応援

者もいっしょになって、「回復へ可能なこと」を一つひとつ積み重ね、実践していく以外にないと思

います。                                （座長：宮川敏彦） 

 

祝！松崎淳子先生(土佐学協会顧問)が高知県文化賞受賞 

 土佐学協会顧問で高知女子大学名誉教授の松崎淳子先生が、平成 19 年度「高知県文化賞」を受賞

されました。松崎先生は、本県の食文化研究の第一人者で、永年にわたって取り組んでこられた土佐

の食文化研究や郷土料理に対する活動が認められ、今回の受賞となりました。今年の 5月末には『土

佐の食卓～伝えたいおふくろの味ママの味～』（土佐伝統食卓研究会 編著）も出版されています。 

  

 

 

(12 月 11 日に開かれた受賞祝賀会で挨拶される松崎

先生と表彰状) 



 10

 

理事会及び研究会活動のご紹介 

 

理事会及び研究会活動についても、竹村理事長のブログ「口は幸せのもと！」より抜粋しご紹

介いたします。 

土佐酒学研究会で土佐の「おきゃく」調査ぜよ！ 

 9 月 23 日(日)と 24 日(月)、「土佐酒学研究会」のメンバーにて、四万十市西土佐（旧西土佐村）

に、『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』の第 1回ヒアリング調査

に行ったがぜよ。 

 この研究は、アサヒビール学術文化振興財団の補助事業として実施されゆうもんで、本年度の「土

佐酒学研究会」の目玉といえる研究ながやき。ほんで今回の西土佐の調査は、こちら方面に詳しい、

メンバーの清原泰治先生（高知女子大学文化学部教授）のセッティングながよ。 

 23 日の朝 9時半頃、清原先生の車で高知市内を出発。参加者は、清原先

生とワシと水谷利亮先生（高知短期大学社会科学科准教授）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）の 4 名な

がよ。 

さて、13 時過ぎにゃあ、1軒目にヒアリング調査をお願いしちょった「民

宿こんぴら」（高知県四万十市西土佐西ヶ方 1100番地 TEL:0880-52-1313 

http://www17.ocn.ne.jp/"konpira/info.htm）の井上満則さん（西ヶ方区

長・元役場職員）を訪ねたがぜよ。とにかく、調査を実施する前に、１日

1 組のみの要予約のこの囲炉裏の宿の作りに、みんなあ大感激！囲炉裏の

上の天井の高さや立派な欄間やらがまっこと見事で、こりゃ是非いっぺん

は宿泊したいと、みんなあで目を丸うしちょったがやき。 

 今回の『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』の調査は、主に「神

祭」（じんさい）を中心にヒアリングするがよ。ちなみに「神祭」っちゅうたら、春や秋に、近くの

神社にてお祭りを行い、その後は「おきゃく」（宴会）をするっちゅうもんながやき。この「おきゃ

く」が、かつては高知じゃあとにかく派手やって、各家々で皿鉢料理を作って大勢のお客様を集め、

お酒をひたすら飲み回るっちゅうもんやったがよ。さて井上さんと奥様からうかごうたお話しは、大

体以下の通りやったがぜよ。 

●旧西土佐村西ヶ方（にしがほう）部落じゃあ、かつては 8つの神社があって、それぞれに「神祭」

が行われよったがやと。金刀比羅宮、天満宮、河内神社、若宮神社、八幡神社、皇太神社、祇園神社、

大地神社の 8つで、戦後何年か経ってから合祭して、金刀比羅宮１つにまとめられたがやと。 

●かつては、旧暦の 4月 10 日と 8月 10 日と 10 月 10 日に行われよって、近年は新暦の 4月第 1日曜

日と旧暦の 8月 10 日と新暦の 11 月 23 日に行われゆうがやと。 

●春と秋にゃあ、金刀比羅宮じゃあ、10 戸 1 口の「講」（こう）を立てて、「お講詣り」が行われゆ

うがやと。1 口 5000 円でお札やお餅やお酒らあを配るがよ。これがかつては派手やって、今でも 50
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口ばあはあって、愛媛県らあからも来ゆうがやと。現在も「お講詣り」が残っちゅうがは、高知でも

ここだっけやないろうか。 

●まずは朝 8時から 9時ばあまで、氏子のお祭りがあり、祝詞とお祓い、続いては直会（なおらい）

の宴席がチョコッとあり、9時ら 15 時までは、「お講詣り」の組が何人か集まったら、その都度祝詞

やお祓いや神楽を舞うたりしゆうがやと。かつてはその後に、集会所らあでお料理を持ち寄って大宴

会をしよったがやけんど、今はそれぞれにお弁当とお酒（司牡丹の 2 合瓶！）を渡すばあながやと。 

●「講」の他にも、ご寄付があって、3000 円以上のご寄付がありゃあ、同様神事をしよって、お弁当

とお酒を渡すがやと。 

●昔はとにかくこぢゃんと派手で、子供らあが踊る「五ツ鹿踊り」もあって、神事や直会が終わった

ら、各部落の集会所で、大宴会を開催し、その後は各家で大宴会をしよったがやと。ちなみに数年前

までは、屋台も出よったらしいがやき。 

●各部落によって「神祭」の日がチビっとずつ違うちょって、かつては他部落の「神祭」の時にゃあ、

知り合いの家を回って飲み歩き、自分くの「神祭」の時にゃあ、回った家の方々を招いて、とにかく

飲みまくりやったがやと。他部落を回る時にゃあ、1 晩で 10 軒や 20 軒ばあ回ることもあったっちゅ

うがぜよ。ほんで、西土佐村全体じゃあ、10 月 20 日頃から 11 月 5 日頃まで、毎晩どこぞの地区にゃ

あ行きよったっちゅうがやき。 

●自分くの「神祭」の時の「おきゃく」にゃあ、1晩で飲食代に 50 万ばあかかりよったがやと。井上

さんくにゃあ、1晩で 70～80 人ばあ来よったがやと。ほんで、来てくれた方々にゃあ、折り詰めのお

土産まで渡しよったっちゅうがやき。 

●家庭での「おきゃく」にゃあ、一応案内をした人だっけが来て、滅多に知らん人が来るこたぁのう

て、来られた方は「来たぞ～」っちゅうて主人に挨拶して、後は好きなように飲んで好きな時に帰り

よったがやと。子供の時にゃあ、刺身が食べれるがは「神祭」の時ばあのもんやき、こぢゃんと嬉し

かったらしいがやき。 

●こんな家々での「おきゃく」がのうなった理由は、いつの間にか周りが止めはじめたきで、毎年チ

ビッとずつ減っていって、自然にのうなってしもうたがやと。これがのうなったことによって、年寄

りは特に情報が少のうなったっちゅうがよ。自分くの部落のこたぁ分かるけんど、隣の部落の人らあ

との交流はのうなってしもうたっちゅうがぜよ。 

●かつての家庭での「おきゃく」は、お料理は全て自分くで皿鉢料理を作りよったがやと。後年にゃ

あ、仕出し料理になっちょったけんど。お刺身や煮付けや、ツガニ料理、サバ寿司、フカの料理もあ

ったっちゅうがよ。他にゃあ、かまぼこらあの「くずしもの」や、寒天に卵と砂糖と醤油を混ぜたも

んらあもあったがやと。この辺りは宇和島の文化圏やき、だいぶん愛媛県の食文化が入ってきちゅう

ようながよ。 

 その後は、2 軒目のヒアリング。谷岡良夫さん宅にうかごうたがよ。谷岡さんと奥様にうかこうた

お話しは、大体以下の通りやったがやき。 

●谷岡さんくは、一の又部落やき、かつては天満宮の「神祭」やったがやと。その頃は、御輿が出た

り、「五ッ鹿踊り」や「丑鬼」や「はなたか」らあも出たがやと。現在の一の又は 11 戸。かつては

20 戸ばああったがやと。 

●谷岡さんくじゃあ、刺身やカツオのタタキまで、自分くで全部作りよったがやと。担当は、奥さん

とお母さんのみやき、そりゃ大変やったらしいかやき。奥さんいわく、「お金もないに、バカなこと

しよったわね」たぁ、正直な感想やろう。とにかく普段は粗食やに、「神祭」の時にゃあ 1晩で 1ヶ

月分ばあのお金を使いよったっちゅうがやき。 
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●谷岡さんいわく、昭和 30 年頃に合祭されるまでは、それぞれの神社が春と秋の 2 回やりよったっ

ちゅうがよ。西ヶ方の氏神様は天満宮で、金刀比羅宮と合わせて、合計 4回あったっちゅうことやき、

そりゃ大変やっつろう。 

●また、谷岡さんくの自宅での「おきゃく」は、全然知らん人まで来よったがやと。特に案内らあも

してなかったらしいがやけんど、1晩に 50 人ばあが入れ替わり立ち替わり来られて、勝手に足るばあ

飲み食いしていきよったがやと。当然全員に折り詰めのお土産つき。ちなみに昔は、お酒はドブロク

中心で、市販のお酒は全くなかったがやと。 

●谷岡さんは、他地区をあんまり周るこたぁ積極的やなかったらしいけんで、それでも若い頃は 1晩

で 10 軒ばあは周りよったがやと。 

●谷岡さんいわく、「神祭」に限らんと、昔はとにかく「小祭り」がこぢゃんとあったと。今でも「田

休み」っちゅうて、田植えの後、7 月頃に、ご馳走を作って、昼間から飲み食いするがが、ちくと残

っちゅうがやと。それ以外にも、5 年ばあ前までは、何かにつけて集会所で集まって飲みよったらし

いがやき。「やっぱし飲んで話しせにゃあ、人間はイカン！」っちゅう谷岡さんの言葉が、印象的や

ったがぜよ。 

 二日目は、予定の 9時半をチクと回った頃、前日から 3軒目のヒアリング調査宅、西ヶ方一の又の

農家、山崎利直さん宅へ。こぢゃんと雰囲気のある歴史を感じさせる古民家が、まっことえい感じな

がぜよ。この古民家にお邪魔して、山崎さんと奥様にお話しをうかごうた

がやき。 

 山崎さんと奥様からうかごうたお話しは、大体以下の通りやったがぜよ。 

 
●山崎さん宅でも、「神祭」の際に大勢を招いての自宅での「おきゃく」

は、10 数年ばあ前に自然消滅のような感じで、いつの間にかないなって

しもうたがやと。けんど、近くに住んじゅうお子さんやお孫さんや親類の

方々らあを招いての「おきゃく」は、今でも（毎回やないにしても）やり

ゆうっちゅうがぜよ。ちなみに奥様が愛媛県吉田町出身やき、そちらの親

戚の方々も来られるがやと。 
●お料理は、旦那さんかお刺身をさばいたり、カツオのタタキらあを担当。その他の皿鉢料理は、盛

り込みや栗ご飯や稲荷寿司やおでんらあで、こちらは奥さんが担当して料理しよったがやと。今でも、

お孫さんや親戚の方々が、昔ながらのこういう手作り料理を「おいしい！おいしい！」っちゅうて大

喜びしてくれるき、昔のまんまのお料理を手作りで出しゆうがやと。ちなみにこちらのご主人の作る

カツオのタタキは、タレの中にニンニクをすりこんだもんながやと。 
●こちらの地域は、今でもお葬式は大抵家で行うがやと。その際は、お祭りの時並みの宴会をするっ

ちゅうがやき。昔は、お葬式の時の皿鉢は、赤身の刺身や錦巻きみたいに、赤い色のもんは使わんか

ったらしいけんど、今は仕出しが普及して、特に変わらんようになったらしいがやき。 
●昔は、「神祭」の時にゃあ、お酒が 1 晩に 3 斗ばあ必要やったがやと。古い時代は市販酒やのうて、

ドブロクらあやったようながよ。とにかく酒代やお料理代、手土産の折り詰め代らあがこぢゃんとか

かって、手間も大変やったけんど、久々に会う仲間や友人らあが、「おいしかったよ」ゆうて言うて

くれるし、喜んでくれるき、嬉しゅうてまた作っちゃろうっちゅう気分になるがやと。こんな「おき

ゃく」で知り合うた仲間が、病気になったりした時にゃあ、田植えを手伝いに行っちゃるとか、そう

いうことも行われよって、えい関係やったのうとしみじみ語られるがぜよ。 
●今でもお孫さんらあに、「おじいちゃん、カツオのタタキ作ってや！」とか、「おばあちゃんの稲
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荷寿司が食べたい！」とか言われたら、嬉しゅ

うてすぐに作っちゃるっちゅうがやき。今はお

金を出しゃあ、何でも仕出しで用意できるけん

ど、お孫さんらあも、おじいちゃんやおばあち

ゃんの手料理の方がずっとおいしいっちゅうて

言うてくれるし、何より彼らの喜ぶ顔が見たい

きに、今でも仕出しは取らんと、手作りしゆう

っちゅうがぜよ。 
●昔は家のすんぐ前の小川で、アユもツガニもウ

ナギも捕れよったがやと。ウナギにいたっちゃ

あ、水路を上がって田んぼに入ってくるき、1 晩に何キロものウナギが、田んぼで素手で捕れよった

っちゅうき、スゴイがぜよ！ 
 続いては、11 時頃にゃあ山崎さん宅を出発して、8 つの神社が合祭されたっちゅう、「神祭」の中

心の金刀比羅宮を訪ねたがやき。こりゃビックリするばあ急な石段で、相当高いくまで続いちゅうし、

段の幅も狭いもんやき、まっこと登るにシンドイことシンドイこと！こぢゃんと息がきれたがぜよ。

ヒーヒー言いもって何とか本殿に到着。西土佐の中心とも言える、風格ある金刀比羅宮にお詣りして、

この地の素晴らしい文化がこれからも失われませんように、ほんで「土佐学協会」が今後も発展して

いきますようにっちゅうて、お祈りさいてもうたがやき。 
 

第 7 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！ 

9 月 26 日（水）、17 時半から大橋通りの「まちの駅」で、平成 19 年度第 7 回理事会が開催された

がぜよ。さて、今回の理事会は、ワシも含めて 7名での開催。当会の副会長の成田十次郎先生や、顧

問の松崎淳子先生にもご参加いただいたがやき。途中から理事の大野さんが退席されたけんど、清原

先生が遅れて来られたき、結局 7名での理事会やったがぜよ。 

 まずは以下の通りの報告事項が確認されたがやき。 

●「地域文化デジタルアーカイブ研究会」の現状について、座長の大野さんからの報告。8 名のご参

加者を得て、高知女子大学にて 18 時半から、9月 5日、15 日、22 日に開催。この日 26 日も同様に開

催やき、大野さんはこの日早退したっちゅう訳。今後も 1週間に 1回ばあのペースで開催し、12 月 1

日に「高知県立歴史民俗資料館」にて成果発表を行い、その後は同資料館にて 1週間ばあ展示を行う

予定。 

●「土佐酒学研究会」の『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』の第 1

回ヒアリング調査に、9 月 23 日～24 日にかけて、四万十市西土佐（旧西土佐村）に行ってきた件に

ついて、水谷先生から報告があったがよ。 

●「絶滅危惧の産業と文化の研究会」について、座長の宮川先生（欠席）からの資料での報告。 

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（檮原・本川・池川の神楽文化と後継者づくりを中心に） 

③土佐市宇佐町の地域学 

●事務局長の柿内先生より、理事長印を作ったっちゅう件の報告。 

 

続いては審議事項。以下の通りの審議がなされたがよ。 
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●「土佐のお茶研究会」は、月例研究会としちゃあ休会。「花番茶」についちゃあ、何とかこの秋に

積みに行き、「秋の収穫祭」で飲んでいただけるようにしたい。 

●成田先生より、今後の研究会のあり方について。組織論としても研究していくべきではとのこと。

例えば、地域別理事とか、専門家理事とかもあり得るのでは。 

●松崎先生より。土佐伝統食研究会としちゃあ 17 名のメンバーだが、「よい食ネット」としちゃあ、

80 人のネットワークになった。「土佐学協会」の、ニュースレターらあを使うやり方らあを、こぢゃ

んと参考にさせてもろうてます、とのこと。ちなみに、「土佐学協会」でも、「土佐学万能地図」が懸

案事項になっちゅうけんど、土佐伝統食研究会でも、「郷土料理マップ」を作成中ながやと。 

●顧問らあに就任いただいちゅう先生方を、協会としてまっと有効活用していくべき。まっと出番を

作らんともったいない。11 月の「秋の収穫祭」の際に、来年から月 1回程度、いろんな先生方（まず

は協会内から）の講義を開催していくっちゅうことを発表する。松崎先生、小西先生、成田先生等々。 

●成田先生ご提案の「土佐学検定」について。手近に、気軽に、土佐に興味を持ってもらえる検定。

将来は、小中高大、それぞれ向けに、これっぱあは知っちょってほしいっちゅう内容で、教材化して

いくとか。今後の検討課題とする。今は「秋の収穫祭」が終わるまでは、物理的に難しい。来年あた

りから、誰か取り纏め役の担当者を決めて作り上げていく。 

 さてその後は、予定時間の 19 時をチクとオーバーして、19 時半から、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。清原先生が抜けられ、原さんと小西先生が加わり、8 名での研究

会やったがやき。 

 まずは、『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』の第 1 回ヒアリング調査にについて、「9 月 25 日」と「9 月 26 日」のワ

シのブログのコピーを水谷先生が資料として用意してくださり、その説明。

そんな中から、松崎先生と成田先生から、かつての「神祭」や「おきゃく文

化」について、いろいろとお話しをいただけたがよ。 

 昔は、「上町神事で下はお留守」っちゅうことわざがあったばあ、高知市内

でも、こぢゃんと無礼講の「おきゃく」があったっちゅうことながよ。この

意味は、上町にゃあ上流階級やお金持ちが多かったきに、上町で神祭があり

ゃあ、そん時ばっかりは無礼講で、誰が家に上がりこんで飲み食いしたち構わんかったき、下の人達

ゃあ、みんなあ上町に行ってしもうて、留守になりよったっちゅうことながぜよ。いかに土佐の高知

じゃあ、「おきゃく」が無礼講で行われよったかっちゅうことながよ。ちなみに、高知市内での、こ

んな派手な無礼講の「おきゃく」は、戦後はほとんど消えてしもうたようながやき。 

 また、前回の研究会で、原さんから出ちょった香北町の「おきゃく」と、小西先生から出ちょった

お話しともに、もう聞き取り調査できる人が残ってのうて、残念ながら調査は難しいっちゅうことや

ったがやき。もう一つの、土佐清水についちゃあ、毎年春と秋（10 月第 3日曜日）に「鹿島大祭」が

開催されよって、そこで「おきゃく」についての調査が可能やっちゅうことやったがよ。10 月 21 日

に、現地調査に行こうかっちゅうことになったがぜよ。 

 また、来年 3 月に開催予定の観光イベント「土佐のおきゃく 2008」に、「土佐学協会」としても参

加を表明しちゅうがやけんど、たとえば「昭和 30 年代の○○さんくの『おきゃく』再現」とかっち

ゅうんはどうかっちゅう話しにもなって、盛り上がったがやき。松崎先生や土佐伝統食研究会の方々

にお手伝いいただけりゃあ実現可能やろうし、こりゃまっこと面白いもんができそうな気がせんか

よ！？さしずめ、土佐版「オールウェイズ～三丁目の夕日～」ながぜよ！ 
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第 8 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！ 

17 時半からは、大橋通りの「まちの駅」で、第 8回理事会が開催されたがぜよ。 

さて、今回の理事会は、ワシも含めて 5名での開催。以下の通りの報告事項や審議事項が話し合わ

れたがやき。 

●会費未納の会員さんらあに、みんなあで割り振りして、入金を促す連絡をする。 

●「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。大賞 1点についちゃあ、土佐学協会

が認定する「土佐の旅達人」の認定証が授与され、1 万円分の図書カードと、副賞がもらえることに

決定。入賞 2点らあについちゃあ、5000 円分の図書カードと副賞がもらえることに決定したがよ。ま

た、県内各市町村の観光協会さんに、応募要領らあを送り、募集を促すことに決定したがやき。尚、

副賞についちゃあ、賛助会員企業さんに商品や販促品らあの協賛を依頼することに決定したがぜよ。 

●11 月 23 日開催の第 1回土佐学研究集会「秋の収穫祭」について。収穫祭内にて、「土佐の食とお酒

の相性実験会」が参加費 1000 円にて開催されるがよ。準備のため、事前予約にて人数を確定するこ

とが必要やき、あらためて理事の皆さんは、参加者を募るっちゅうことを確認したがやき。また、マ

スコミの事前取材も頼むことになり、清原先生か高知新聞社にお願いすることになったがよ。 

●「土佐のお茶研究会」にて、10 月 23 日か 24 日か 29 日か 30 日に(雨天の場合、順次順延)、佐川の

岡林茶園さんにて、花番茶の花つみにうかがうき、その参加のお願いをしたがよ。この日につんだ番

茶と花で花番茶を作り、「秋の収穫祭」にて皆さんに飲んでもらおうっちゅう企画ながやき。 

●来年 3 月に開催予定の観光イベント「土佐のおきゃく 2008」に、「土佐学協会」としても参加を表

明しちゅうがやけんど、「昭和 30 年代の○○さんくの『おきゃく』再現」とかっちゅうんはどうかっ

ちゅう話しにもなっちょったがやき。松崎先生や土佐伝統食研究会の方々にお手伝いいただけりゃあ

実現可能やろうし、こりゃまっこと面白いもんができそうな気がせんかよ。さしずめ、土佐版「オー

ルウェイズ～三丁目の夕日～」ながぜよ。ワシから、松崎先生にご連絡をすることになったがやき。 

 さてその後は、そのまんまのメンバーにて、引き続いて、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、『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』のヒアリング調査に

ついて。10 月 21 日に、土佐清水の鹿嶋神社大祭が開催されるき、前日の 20 日から 22 日まで、調査

に行くことが決定。その内容らあについて、ワシと水谷先生からご説明さいてもうたがやき。 

 また、松崎先生からいただいた「還暦祝いの宴～大正時代～」っちゅう資料らあを、水谷先生から

配布していただいたがよ。こりゃなかなか面白うて、こぢゃんと貴重な資料ながやき。また大野さん

から、2月 11 日に開催される秋葉祭りの後に、昔ながらの「おきゃく」が家々で今も開催されゆうっ

ちゅう報告があったがよ。来年取材に行くことも視野に入れて検討していくことになったがぜよ。 

 

土佐酒学研究会で土佐清水の「鹿嶋神社大祭」取材ぜよ！ 

10 月 20 日(土)18 時頃から土佐清水に向こうたがやき。「土佐酒学研究会」の取材のため、佐川駅

に協会メンバーの水谷先生と小西先生を迎えて、ワシの運転で出発ながよ。 

 今回の出張の取材テーマは、『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』。

21 日(日)の朝から、土佐清水にて「鹿嶋神社大祭」があって、そのお祭りとそれに付随する「おきゃ

く」を取材に行ったっちゅう訳ながよ。宿泊場所の民宿「青岬」(土佐清水市松尾うすばえ 1042 
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TEL:08808-8-1955 http://www.kojyanto.net/aomisaki/)に到着したがは、21 時半頃。女将さんが、

晩酌のツマミを用意してくれちょったがぜよ。清水サバの〆サバや、ぬくぬくの焼き立てカツオの塩

タタキや、新鮮なお刺身らあをいただきもって、「司牡丹〈永田農法〉土佐清水産・風鳴子」(純米吟

醸酒)らあをいただきゃあ、会話も益々弾んで、お酒もドンドン進むがよ。足るばあ飲んで食べて語

り合うて、その後屋上に上がりゃあ、そこにゃあ太平洋の波の音と満天の星！その中をいく筋も流れ

る、目を見張るばあ美しい流れ星にしばし心を奪われたがぜよ！ 

 翌朝は 7 時から朝食を済ませ、7 時 50 分に「青岬」を出発。「鹿嶋神社」に向こうたがよ。8 時 15

分頃には「鹿嶋公園」の駐車場に到着し、「鹿嶋神社」へ。神社の前にゃあ、由来を書いた看板が張

り出されちょったがやき。 

鹿嶋の岩壁にゃあ、3 つの御輿を乗せる漁船が、すでに準備されちょったがやき。漁船を 2 隻ひっ

つけたもんやったがやけんど、こりゃ操縦は相当な技術をようするがやないろ

うかのう！ 

 土佐清水市役所の植杉さんのご案内で、鹿嶋神社の

社殿までの階段を上がり、鹿嶋神社保存会の門田会長

さんにご挨拶。司牡丹(1.8L×5 本)をご寄贈さいてい

ただき、いろいろお話しをうかがわせていただいたが

やき。 

 社殿の中にゃあ、「鹿嶋」「香取」「天神」の 3 つの

御輿があって、この日の 8時半から神事が行われるが

よ。女性らあが、お神酒とカツオ節を準備。御輿を担ぐ方々やご参加の方々

に、まずはお神酒を飲んでいただき、その後はカツオ節を口に含むっちゅう要領ながやき。続いては、

社殿の中に入って、扉を閉ざして電気を消し、暗闇の中で謎の神事が行われるがよ！中は絶対に覗い

ちゃイカンらしゅうて、もちろん取材や写真も不可ながやき。御輿に御神体を移す神事らしいがやけ

んど、荘厳な雰囲気に包まれた社殿の中からは船唄が響いてきて、こぢゃんと神秘的な気持ちになっ

てくるがぜよ。 

その後は、扉が開け放たれて 3つの御輿が登場。社殿の前を 3回ぐるぐると回って、階段を降りて

船に積み込みながよ。3 つの御輿を乗せた船は、鹿嶋から向こう岸に渡され、いよいよ御輿行列の準

備万端ながやき。鼻高(はなたか＝天狗)や子供御輿や巫女さんらあも出て、なかなかお祭りの雰囲気

になってきたがぜよ。 

神事や巫女さんの舞いや船唄らあが唄われ、いよいよ 3つの御輿が街中を練り歩くがやき。御輿行

列にワシらあも加わり、後をついて回ったがぜよ。この御輿行列は、なかなか昔ながらの風習を色濃

うに残しちょって、御輿の通り道にあたる家にゃあ洗濯物らあを干しちょったらイカンとか、上から

御輿を覗いちゃイカンとか、いろいろ決まりがあるがやき。この日も、何度も途中で御輿が止まり、

男衆が大声で怒鳴りちらし、慌てて洗濯物を取り込む姿も見られたがよ。昔はまっと強烈やったよう

で、土足で上がり込んで洗濯物を叩きつけたり、御輿の前に無断駐車しちゅう車に御輿をぶつけたり

とか、ケンカもしょっちゅうあったっちゅうきなかな

かスゴイがぜよ。 

街中をあちこち練り歩き、所々にある休憩所で酒や

ツマミを食べもって、御輿行列は進んでいくがよ。御

輿の掛け声が聞こえてくりゃあ、あちこちの家々から

人が出てきて、御輿の下をくぐるっちゅう行事もある
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がやき。こぢゃんと縁起がえいがやと。また、4～5年に 1回ばあ回ってくる「当家」(とうや)は、今

年は街中の地域。御輿行列のお世話係っちゅうことらしいがやき。「当家」の地区じゃあ、他の地区

より派手にお酒やツマミが振る舞われるがぜよ。 

 

 予定よりチクと遅れて、お昼過ぎに土佐清水漁協にてお昼休み。ワシらあも漁協の 2階でお弁当を

ご馳走になったがやき。お昼休みが終りゃあ、いよいよ陸上でのクライマックス！船が出る戎地区の

お旅所(おたびしょ)に向かい、御輿も一気に走り出すがよ。こりゃまっこと勇壮ながぜよ！ 

お旅所じゃあ、3 台の御輿の前に神棚が飾られ、祝詞らあのご神事が行われ、巫女さんの舞い、船

唄の式三番、立ち唄らあが唄われ、いよいよ御輿が再び漁船に積み込まれるがやき。 
さあ、3 体の御輿を船に積みこんで、い

よいよ祭りのメインイベント、漁船の大パ

レードの始まりながよ！御輿船が出航する

と同時に、あちこちの漁船が一斉に御輿船

の後に続きだいて、1 隻また 1 隻と増えて

いき、いつの間にか 30 隻ばあの大パレード

に！まっこと何でかしらんけんど、その船

団の勇壮な姿にゃあ、胸がジーンとくるが

ぜよ。水谷先生と小西先生は、漁船に乗せ

てもうての取材と写真撮影ながよ。 

約 30 隻の漁船のパレードは、土佐清水港を 3 周回ってラストは鹿嶋へ。御輿船だけを残いて、他

の船は帰路についたがやき。ほいたらいきなり、御輿船から数名の若者が海にダイブ！これも祭りの

恒例行事やっちゅうがやき、なかなか勇ましいがぜよ。 

 その後は、御輿を鹿嶋神社に帰して、「鹿嶋神社大祭」は無事終了したがやき。朝 8 時半の神事か

ら、御輿が帰る 16 時頃まで、実に 8 時間近い長い祭りやったがよ。ワシゃあ御輿を担いだわけでも

ないに、まっことヘトヘトになっちょったがぜよ。 

 続いては、鹿嶋神社保存会の偉い手さんや地区総代や地区長さん、宮司さんらあ 20 名での「直会(な

おらい)」に、ワシらあ 3 人も参加さいてもうたがやき。こりゃあ偉い手さんしか参加できん正式な

「直会」やき、まっこと取材たぁゆうたち、参加さいていただくだけでも、こぢゃんと名誉で、あり

がたいことながぜよ！ 

 さあ、市役所の近くの集会所に 18 時から皆さんが集まって、「直会」の始まりながよ。この土佐清

水「鹿嶋神社大祭」の「直会」の特徴的ながは、高知じゃあ一般的な「皿鉢(さわち)」じゃのうて、

お料理を「割篭(わりこ)」っちゅう木製の容器に入れて出すっちゅう点ながやき。その「割篭」を入

れちょく箱を見りゃあ、大正 15 年っちゅう書いちゅうやいか！こりゃなかなかの年代モンの貴重品

ながぜよ！  

「割篭」に入れるお料理も昔っから決まりがあるっち

ゅうがやき。そりゃあ刺身と寿司しか入れられんっち

ゅうがよ。刺身もカツオのタタキらあは入れんらしゅ

うて、とにかく刺身と寿司以外は何ちゃあ入れられん

っちゅうがぜよ。  

まずは鹿嶋神社保存会の門田会長のご挨拶。続いて

は鹿嶋神社宮司さんのご挨拶。ほんで、太鼓の音に合わいて、みんなあで「清水船唄・式三番」を唄
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うがよ。あらかじめ決められちゅう 3人の「親」が、順番に唄の 1番から 3番までを交代で唄い、そ

の他全員の「子」は掛け声を唄うっちゅう形式ながぜよ。 (注：歌詞については、ブログを参照のこ

と) 
ちくとうつむきかげんで唄う、みょうに哀愁を帯びた船唄の野太い声と太鼓の音は、胸にズシンと

響いてくるがやき。特に二番の親を担当されちょった、現役時代は日本一のカツオ漁師やったっちゅ

う植杉さんの唄声は、まっことズッシリ響いてきて、感動的やったがぜよ。 
続いてはみんなあで乾杯ながよ。ワシが奉納さいてもうた司牡丹のお燗酒で乾杯して、正式な「直

会」は終了。そのまんま無礼講の「饗宴」に移行するがやき。元高知県立歴史民俗資料館館長の坂本

先生がおっしゃられよった通り、高知の「直会」はこぢゃんと短うて、すんぐに無礼講の「饗宴」に

移るっちゅうことながよ。船唄が 10 分近うあったにもかかわらず、「直会」の部分は 15 分で終了や

ったがぜよ。 

 19 時半ばあにゃあ、「饗宴」も終了。 

この度のワシらあの取材にご協力いただきました土佐清水の皆さん、まっことありがとうございま

した！心から感謝申し上げますぜよ！ 

 

佐川の茶花摘みぜよ！ 

「土佐のお茶研究会」、佐川の花番茶プロジェクトで、茶園を訪ねて、茶摘みならぬ茶花摘みをし

てきたがぜよ。 

 さて今回は、「土佐のお茶研究会」代理座長の水谷

先生とワシ、JA コスモス営農指導課の鮑(ほう)さん

と佐川町産業振興課の和田さんの 4 人で、岡林製茶

(高岡郡佐川町黒原 1535 TEL:0889-22-9103)さん

の茶園にて、朝 10 時過ぎばあから茶花摘みやったが

やき。なんで茶摘みやのうて茶花摘みかっちゅうた

ら、今回ワシらあが摘んだ茶花と番茶を混ぜて、「花

番茶」っちゅう土佐の新しい特産品候補のサンプル

をつくるためながよ。 

 既に作業をしてくださりよった和田さんに、ワシらあも加わり、花摘みのスタートながやき。花が

いっぱい咲いちゅうくにゃあ、蜜蜂がうようよおって、ちくと気をつけにゃあイカンがよ。時々スズ

メ蜂らあまでおるき、なかなかスリリングな花摘みになったがぜよ。ひと花ひと花、手摘みしゆうワ

シらあの近くじゃあ、岡林さんが、ガンダムみたいな 機械に乗って、番茶摘

み。なかなか対照的で面白い構図やったがやき。 

4 人で 1時間半ばあ花摘みをして、なんとか 3キロば

あの収穫。和田さんが指先を蜜蜂に刺されるっちゅう

名誉の負傷もあって、12 時ばあにゃあ花摘みは終了に

したがやき。和田さん、まっことありがとうございま

した。申し訳ございませんでしたぜよ。 

 その後、午後から別件の仕事がある和田さんは帰ら

れたがよ。ワシと水谷先生で JA コスモスの喫茶店で昼

食を済ませ、鮑さんの車で岡林さんの茶工場へ。ワシらあが摘んだ愛らしい真っ白い茶花たちを、乾
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燥機にかけるがやき。広げられた茶花からは、ほのかにロウみたいな香りを含んだ、蜜の甘い香りが

立ち上がって、なかなかえい感じながぜよ。 

さあ、いよいよ乾燥機に点火。世界初の「花番茶」が、遂に誕生することになるがやき。その名誉

ある温度管理は、鮑さんが担当。まず最初は、あんまり温度を上げたら焦げる可能性があるき、50℃

ばあから開始したがよ。 

茶花を乾燥させゆう合間に、高知県第 1号のお茶インストラクターの資格を持たれちゅう岡林さん

の奥さんが、ワシらあのために玉露をいれてくれたがやき。まず 1煎めは、低い温度で数滴の雫をい

ただくがよ。甘うて濃い味わいの、上品な玉露の風味が、口中いっぱいに膨らんで、何とも心地がえ

いがやき。2 煎めは、もうちくと高い温度で、量も増やしていただくがよ。こりゃ茶道のお抹茶のよ

うな味わいやったがやき。その後は、甘いお茶菓子をいただいて、さらに温度を上げた 3煎め。ほの

かな甘みに、やわらかな渋みや心地えい苦みらあが加わり、これまたおいしいがぜよ。岡林さんの奥

さん、素敵なお手前を、まっことありがとうございました。ごちそうさまでした！ 

 鮑さんが時々チェックをいれもって、ちびっとずつ温度を上げながら約 2時間。いよいよ茶花が乾

燥してきたがよ。乾燥機から、黄色うなった茶花たちを取り出し、番茶と混ぜるがやき。葉っぱがそ

のまんまの「平番茶」は丁度なかったき、茶葉を手でよった「柳」の方と混ぜ合わせたがぜよ。さて、

いよいよ世界初の「花番茶」の試飲。まずは軽うに火で煎ったヤツを飲んでみたがよ。こりゃおいし

かったけんど、煎った香りと味わいが、ちくと強過ぎるがやき。続いては煎らんといれてみたがよ。

こりゃあ番茶の香味の中に、ほのかなハーブティーっぽい茶花の香味が漂う感じで、なかなかイケる

やいか！茶花の色もキレイやし、こりゃ面白い特産品に化けるかもしれんがぜよ！その後は、密封パ

ック詰め作業。岡林さんの奥さんにもお手伝いいただいて、「花番茶」の試作品サンプルが、無事完

成したがぜよ。こん時ゃあ既に 17 時を回っちょって、ほぼ 1 日がかりの「花番茶」づくりプロジェ

クトが、何とか終了したがやき。 

 

第 9 回理事会と土佐の旅コース審査ぜよ！ 

11 月 12 日（月 17 時半から高知女子大学の会議室にて、第 9回理事会が開催されたがぜよ。 さて、

今回の理事会は、ワシも含めて 4名での開催。以下の通りの報告や審議らあがなされたがやき。 

●土佐学研究集会「秋の収穫祭」プログラム内容の決定。 

●来年 3月開催予定の観光イベント「土佐のおきゃく 2008」への参加内容について。 

 その後は、清原先生が加わっての 5 名で、「土佐学を満喫する旅コースづくり」の審査会が開催さ

れたがよ。応募総数は 12 名。ひとつひとつの応募内容をみんなあで検討し、えい点や物足りん点ら

あを挙げて、議論し合うたがやき。ほんで、1 人が 3 点の応募作に手を挙げるっちゅう形式で、最終

的に選考された作品は 4 点。11 月 23 日開催の第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」の中の「土佐学

を満喫する旅コースづくり大コンペ大会」にて、この 4名の方々にプレゼンをしていただき、栄えあ

る「土佐の旅達人」の称号が与えられる大賞受賞者や、入選者らあが決定することになるがよ。皆さ

ん、サスガは最終選考に残った 4名ながやき。激戦が予想されるき、こりゃあなかなか楽しみながぜ

よ！ 

 ちなみに賛助会員企業さん各社から、副賞の協賛もいろいろいただけちゅうがやき。城西館さんか

らは 1万円分のお食事券とか、龍馬学園さんからはブックオフの図書券とかながよ。今回の最終選考

に残らんかった方々にも、何らかの副賞がもらえるチャンスがあるき、ご応募された皆さんは楽しみ

にしちょってくださいや。 
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第 10 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！ 

11 月 19 日(月)17 時から、大橋通りの「まちの駅」で、第 10 回理事会が開催されたがぜよ。 

 さて、今回の理事会は、緊急に開催を決定したもんやき、ワシも含めて 4名での開催。ワシと柿内

先生、水谷先生、清原先生ながよ。ほんで、以下の通りの報告や審議らあが成されたがやき。 

●11 月 23 日開催予定の第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」プログラムについての最終確認。全体

の参加予定者は、11 月 19 日現在 27 名。「土佐の食とお酒の相性実験会」にゃあ 22 名。懇親会は 12

名の参加の予定ながよ。 

●第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」の中の、「土佐と食とお酒の相性実験会」についての最終確

認。会場とのお料理の打ち合わせ、お酒の手配らあを終えたっちゅう報告をさいてもうたがやき。 

●第 1 回土佐学研究集会「秋の収穫祭」の中の、「土佐学を満喫する旅コースづくり大コンペ大会・

授賞式」についての最終確認。 

 さてその後 18 時からは、原さんと小西先生、顧問の松崎先生（高知女子大学名誉教授）と助手の

彼末先生の 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。 

 まずはワシから、4日後に開催される第 1回土佐学研究集会「秋の収穫祭」のプログラムについて、

報告さいてもうたがよ。 

 続いては来年 3 月開催予定の、「土佐のおきゃく 2008」のイベントについて。このイベントについ

ての取材に、（株）ほっとこうちの下村さんが来られちょったがやき。既に水谷先生が、松崎先生と

彼末先生と、11 月 14 日に下打ち合わせをしてくださっちょって、資料らあもバッチリこしらえてく

ださっちょったがやき。 

 ほんで、みんなあでいろいろと話し合うた結果、まだちびっと変更があるかもしれんけんど、以下

の通りほぼ決定したがぜよ。 

 

～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～ 

●場所:城西館（和室・50 名程度限定） 

●会費:7000 円～8000 円程度 

●主催:土佐学協会 

●協力:土佐伝統食研究会 

●内容:土佐伝統食研究会代表の松崎淳子先生監修により、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」（宴会）を再現するがやき。松崎先生らあによる解説らあを

聴きもって、当時の家庭での皿鉢料理らあを再現したもんをいただき、当時からある銘柄のお酒を酌

み交わすがよ。「松の皿鉢」「鯛のたま蒸し」「はんぺん」（やまいもと生魚のすり身）「魚入りのぜん

ざい」等々、今じゃあ滅多にお目にかかれん珍しゅうて懐かしいお料理が目白押しの予定ながやき。

また、昭和 37 年に発売された、貴重なレトロボトルの大吟醸酒も、特別出品される予定ながぜよ。 

 小西先生が、昔の「おきゃく」の写真らあを持ってきてくださっちょったがやけんど、松崎先生が

そん中の 1 枚を指して、「これ、これ！当時のおきゃくはこんな感じ！」っちゅうた写真が、この画

像ながよ。こんなイメージで、当時のおきゃくが再現できりゃあ、こりゃまっこと、こぢゃんと面白



 21

そうながやき。詳細が決定しましたら、またお知らせさいていただきますきに、皆さん楽しみにお待

ちくださいや！ 

 

第 11 回理事会と「土佐酒学研究会」ぜよ！ 

12 月 3 日(月)17 時半から、大橋通りの「まちの駅」で、第 11 回理事会が開催されたがぜよ。 

 さて今回の理事会は、ワシも含めて 5名での開催。ワシと坂本先生、柿内先生、水谷先生、大野さ

んながよ。ほんで、以下の通りの報告や審議らあが成されたがやき。 

●大野さんより、「地域文化デジタルアーカイブ研究会」の活動についての報告。12 月 10 日まで、高

知県立歴史民俗資料館にて、土佐市・八幡様・秋の大祭のフィールド調査の成果発表が成されゆうが

よ。土佐学協会と歴史民俗資料館の共同開催。パソコンを駆使した動きのあるデジタル展示らあもあ

って、なかなか画期的な試みながやき。是非、ご覧くださいや。 

●第 1回土佐学研究集会「秋の収穫祭」の報告や反省について。欠席の清原先生からの報告（案）を

水谷先生が発表。それに基づいて、みんなあからいろんな反省点が挙げられたがやき。広報につきて

の問題、「土佐花番茶」のアンケートの取り忘れ、高知女子大学生さんらあのお手伝いのありがたさ

等々が挙げられたがぜよ。 

●「土佐学を満喫する旅コースづくり大コンペ大会」についての反省と、内容の今後の活用法につい

て。ご協賛いただいた賛助会員企業さん各社への御礼状を、水谷先生が作成。郵送することになった

がよ。また、表彰された 6名の作品は、協会のホームページに掲載することになったがぜよ。 

●坂本先生より、「土佐茶に関するシンポジウム」について。来年の 2 月 16 日か 17 日あたりで、高

知大学の蕭（しょう）先生らあが中心になって開催する予定ながよ。こぢゃんと大きい土佐茶のイベ

ントやき、「土佐学協会」としても参加して、「土佐花番茶」についての発表や、試飲およびアンケー

トを取らいてもらおうっちゅうことになったがやき。 

●大野さんより、「土佐弁かるた大会」（http://www.rigulife.com/carta/taikai.html）について。

土佐学協会後援の、毎年年初恒例のイベントながよ。 

●次回ニュースレターについて。12 月 10 日くらいまでにゃあ、原稿をあげて、12 月 17～22 日まで

に発送できるようにしょうっちゅうことになったがよ。 

 

 さてその後は、ちくと理事会が長引いたき、予定より 30 分遅れの 19 時半から、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。先の理事会メンバーの坂本先生は帰られ、原さん、傍士

（ほうし）さん、若葉屋さん、小西先生が加わり、8 名にての開催ながやき。この日の内容についち

ゃあ、以下の通りながぜよ。 

●原さんより報告。土佐山田の蔵元「文佳人」さんが、11 月 21 日より「美酒百膳 文蔵（ぶんぞう）」

（土佐山田町西本町 1-4-1 TEL:0887-53-3055）をオープンさいたがよ。酒蔵の中の飲食店は、高

知県初。 

●「秋の収穫祭」における「土佐の食とお酒の相性実験会」の反省について。ご参加いただいた方々

から、ご感想らあをいただいたがよ。いろいろ問題点もあったけんど、全体的にゃあ好評やったよう

ながやき。あれから、実生活でもお酒とお料理の相性を考えるようになったっちゅう意見もあって、

嬉しいかぎりながぜよ。 

●『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、水谷先生より報
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告。来年 2 月 11 日に、仁淀川町の「秋葉祭り」における「おきゃく」を取材に行こうっちゅうこと

になったがよ。土佐三大祭りの一つで観光客にも大人気の「秋葉祭り」の「おきゃく」やき、こりゃ

なかなか楽しみながやき。大野さんが、取材での参加が可能かどうか、確認いただくことになって、

可能ならみんなあで取材に行こうっちゅうことになったがぜよ。 

●来年 3月開催予定の「土佐のおきゃく 2008」イベント参加の、「昭和 30 年代・香長平野のおきゃく

再現！」について。 

トピックス＆お知らせ 

 

「さるのつべはぎんがりこ－我が道を行く人の巻」（DVD）発売のお知らせ 

地域の口承文化の一つである民話。その民話を収め

た DVD「さるのつべはぎんがりこ－我が道を行く人の

巻」（税込：2100 円）を１１月に発売致しました。土

佐の民話を３話、国内でよく知られた民話を２話収録

しています。全てのお話は土佐弁と共通語の語り付き

で、土佐弁でも共通語でもお楽しみ頂けます。可愛い

猿のお尻を振るイラストが目印です。高知県内の主要

書 店 で 扱 っ て 頂 い て お り ま す 。 ISBN コ ー ド

(ISBN4-9903154-2-9)  

○ オンラインショップ：http://shop.rigulife.com/               （大野 加惠）          

 

土佐学協会高知大学「秋の公開講座」で「土佐学のすすめ」を講義 

10 月 30 日から 11 月 27 日まで、毎週火曜日の夜（19 時～20 時 30 分）、高知大学朝倉キャンパス

において、講座名『「土佐学のすすめ」－たまるか！ 土佐が はみかえる－』が開催された。今回

の受講者（参加者）は 5 名と人数的には少なかったが、熱心に講義を聴いていただき、「土佐学」と

いうものを少しは伝えることができたと考えている。これからも、「土佐学」というものを多くの人々

に知っていただくために、学校など教育現場との連携が重要であると考えている。 
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 
講 師：竹村 昭彦、大野 加惠、水谷 利亮、清原 泰治、宮川 敏彦 
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    坂本 世津夫（コーディネーター）       
(坂本世津夫)
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書籍紹介 
 
『「村」が地域ブランドになる時代』（新評論）、第７章「濁酒特区」でブ

ランド化－高知県三原村－を書かせていただいた。 
 
書籍タイトル：「村」が地域ブランドになる時代 
サブタイトル：個性を生かした 10 か村の取り組み

から 
著者・編者・訳者：関満博・足利亮太郎編 
出版社：新評論 
発行年月日：2007 年 11 月 8 日 
価格：2730 円 
ISBN コード：ISBN978-4-7948-0752-6 
版型：四六判上製  頁数：240 ページ 
坂本 世津夫（高知大学） 

 
書籍より一部抜粋 

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。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「どぶろく饅

頭」づくりが行われていた。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。         (坂本世津夫) 
 

 

 
 
 
 
 

土佐三原どぶろく組合のみなさん 
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「土佐のお茶」研究会がシンポジウムを開催予定 
 「土佐のお茶」研究会では、高知大学生涯学習部門と共催で、来年 2 月 17 日（予定）に「土佐茶」

に関するシンポジウムの開催を予定しています。高知県内外から、お茶に関係する方々、約 10 名に

お集まりいただき、とりくみ報告（発表）をしていただくと同時に、山茶や煎茶を試飲しながら、お

互いの交流を深め、自由に語り合える雰囲気の中で、土佐茶の消費拡大や、お茶作りについて、積極

的な意見交換と交流（ネットワークづくり）を行いたいと考えています。土佐茶だけではなく、県外

のお茶の紹介も予定しています。 
また、今年 10 月に「土佐のお茶」研究会で作った佐川町の「花番茶」についても報告するととも

に、試飲とアンケート調査を予定しています。 
詳しくは、開催内容が決まり次第、土佐学協会のブログ等でご案内させていただきます。 

（坂本世津夫） 
 

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 1 月 21 日（月）19:30～21:00        2008 年 1 月 24 日（木）18:00-19:30 

   2008 年 2 月 18 日（月）19:30～21:00        2008 年 2 月 28 日（木）18:00-19:30 

   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 1 月 24 日（木）19:30-21:00    ※研究会の場所 

2008 年 2 月 28 日（木）19:30-21:00    「まちの駅」２Ｆ（高知市帯屋町 2丁目 20 番地） 

2008 年 3 月 13 日（木）19:30-21:00  

 

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。 

   2008 年１月２１日（月）17:30～19:30 

   2008 年２月１８日（月）17:30～19:30 

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

  
編集後記（編集委員：坂本、大野、清原、水谷） 
 

 

 

 

 

 

師走の街に、冷たい風が吹く季節となりました。お元気でご活躍のことと拝

察いたします。さて、9 月から現在まで、土佐学協会はかなり精力的に動きま

した。本文でも紹介しておりますように、11 月 23 日に第 1 回土佐学研究集会

を挙行いたしました。その中では、土佐学協会認定の「土佐の旅達人」も誕生

しました。調査活動も活発になされていますし、高知大学でリレー公開講座も

担当しました。そういうことですので、ニュースもたいへんな量になりました。

しかし、竹村理事長のまとめ方は実にお上手で、読みやすくなっております。

ぜひ、ゆっくりお読みください。魅力的な情報がたくさん詰まっております。

1 月からミニ講演会が始まります。土佐学協会に所属するみなさんに、リレ

ー方式でご講演いただきます。こちらもお楽しみに。また、研究会活動は会員

であれば参加自由になっております。ぜひ、ふるってご参加ください。連絡先

が分からない場合は、事務局にお問い合わせください。 
では、よいお年を！              （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） 


