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1月 3日﹇金 ﹈夜七時 より講
師に藤 本真事氏 ︵南国市 史談会
会長︶ を迎えて ﹁南国市 の文化
財と御 利益さん ﹂と題し て講演
があっ た︒
私達 の住む南 国市は中 世・近
代は文 化・政治 の中心地 であっ
た︒古 くは国分 の国分寺 ︵七三
九年建 立︶から 始まり︑ 比江の
紀貫之 で有名な 土佐国衛 跡︑日
章の﹁ 田村の土 居﹂と言 われる
守護代 の館跡︑ そして近 代では
長宗我 部元親に 代表され る岡豊
城の存 在である ︒
一六 〇一年︑ 山内一豊 が高知
城を築 城するま での約八 〇〇年
間︑今 で言う県 庁所在地 は南国
市にあ ったと言 っても過 言では
ない︒
高知 市に県庁 所在地が 移って
から︵ 一六〇一 年から︶ 四〇〇
年だか ら南国市 はその二 倍︑八
〇〇年 間︑
京都 と同じく﹁ 古都﹂
として 君臨して いた事に なる︒
それ だけに見 るべき文 化財・
史跡は 数多い︒
今回 ︑藤本先 生は南国 市の南
半分の 史跡や御 利益さん につい
て語ら れた︒
特に 地元香長 平野地域 のお話
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が多か った為︑ 興味津々 と聞き ちゃん あんたに そっく りだよ
入った ︒
と人に 言われり ゃ嬉しく て・
・・
・
幕 末 に 造 ら れ た 前 浜 の砲台
♪♪大 泉逸郎
跡︑田 村の掩体 群︵飛行 機の格
ほんまに ︑えいね え
納庫跡 ︶︑北村 沢吉博士 が建設
明る く元気に 育って欲 しい
した日 章園の歴 史︑菅原 道真の
黒 岩政春さ んのお孫 さん
愛蔵の 白梅が御 神体とな る立田
美 羽︵みう ︶さん一 歳
の天満 宮︑旧日 章駅前の 経塚な
ど身近 な文化財 だけに日 頃見て
いても 歴史を知 って改め て感動
のひと 時に浸っ た︒
最後 にマジッ クショー のおま
ねず み年を迎 えて︑地 域の皆
けまで あり︑拍 手喝采で 幕を閉 様には 益々ご健 勝にてお 過ごし
じた︒
のこと と存じま す︒
昨年 は
﹁ 偽﹂
和田真一 さん
︵福 船︶寄稿 の一文 字に象徴 される様 に余り
面白く ない出来 事が多か ったよ
うに思 います︒ 今年こそ は︑未
来に明 るい希望 のもてる 年にし
たいも のです︒
この 岩村ふれ あい便り も創刊
以来第 9号を数 えること になり
ました ︒本号へ の投稿に ご協力
頂いた 方々に感 謝すると 共に︑
今後と も積極的 なご投稿 を宜し
くお願 い致しま す︒本広 報の編
集に対 しまして ︑是非ご 意見︑
ご批評 ︑ご助言 等お寄せ 下さい
マイ孫 ♪♪
ます様 よろしく お願い申 し上げ
なん でこんな に 可愛 いのか ます︒
よ 美 羽という 名の宝も のじい

