19

掲 示 板

53
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◆谷秦山先生墓前祭

︻日時︼２月 日︵日︶
午前 時〜︵雨天決行︶
︻場所︼谷秦山先生の墓前
︵秦山公園グラウンド北︶
︻問い合わせ先︼高知県秦
山会 ☎
５１５１
11

第２２ 回 かみかみクイズ
クイズ
Ａ. 今年の香美市の新成人の人数は？
Ｂ．香美市の平成２２年度一般会計における、
市税の
割合は○○.○％。
C. 『○○○○○ 決めつけないで もう一度』
（全国統一防火標語）
57

今月の賞品
今月の賞品
全問正解者の中から
抽選で合計５名様に贈呈！
※当選者は誌面で発表します。

香北町の

菌床しいたけブロックと

やなせたかし

☎５３−３１１２

Ｃ

【問い合わせ先】総務課

しいたけ たけちゃん

スペイン語︑カタラ語︑フ
ランス語︑英語を話しま
す︒今日本語を勉強してい
ます︒将来イタリア語など
も話せるようになりたいで
す︒趣味はたくさん！テニ
ス︑浜に遊びに行くこと︑
Ｊポップ︑犬︑映画︑マン
ガ︑アニメも好きです︒
日本に留学を希望した訳
は子どものころからテレビ
で日本発のアニメに親しん
でいたからです︒そして将
来の夢は日本語ができるよ
うになって︑日本文化につ
いても知って︑日本の会社
で働きたい︒三菱︑ソニ
ー︑トヨタとか︑これらの
日本企業が各分野のパイオ
ニアだということがマネジ
メントを勉強する中で分か
ったからです︒皆さんよろ
しくお願いします︒

物部町の
ハガキまたはEメールで①クイズの解答②住所 塩の道マーマレード
③氏名④昼間連絡がとれる電話番号⑤誌面の感 しおゆず
想または市へのご意見を記入の上、応募してく
を３名様に！
ださい。応募は１人１通とさせていただきます。
■応募締切 ２月２９日（水）必着
図書カード
■あて先
〒７８２−８５０１（住所記載不要） ２，
０００円分を２名様に！
０００円分を２名様に！
香美市広報委員会事務局かみかみクイズ係
解答は、今月号の誌面にあるよ。
E
携帯からメールで応募しよう。
第２０回当選者 小野川ミネさん・坂本昌男さん
今西三和さん（応募総数１９通）
第２１回の解答 A．センサス B．連携 C．ラーゴ

(山田高校マンガ部)

広報かみ平成２４年２月号

２０

やなせたかし

◆犬の散歩とマナー

掲載を希望される方はお問い合
わせください。締切日は誕生月
の前月１日まで。
問 総務課☎５３−３１１２

Ｃ

瀧のシブキちゃん

龍河洞 リューくん

物部 アユちゃん

53
・

応募方法

アントニオ・カスティージョ
︵スペイン・バレンシア市 ︶

皆さん︑こんにちは！私
はトニーです︒スペインの
バレンシアから来ました︒
高知工科大学大学院に留学
中です︒スペインでは工学
を勉強しました︒そして今
の専門はマネジメントで
す︒
バレンシアはスペインで
３番目に大きい町です︒オ
レンジの輸出が盛んで︑伝
統的なファラスの火祭り
や︑建築家カラトラヴァが
設計した超現代的な芸術科
学都市︑きれいなマルバロ
サ浜があります︒そしてＦ
１グランプリの開催地で
す︒母校バレンシア工科大
学は学生数３万人の大きな
大学で︑マルバロサ浜から
徒歩５分のところにありま
す︒
私は地中海にあるマジョ
ルカ島とバレンシアの南
㌔㍍にあるムルシア市に住
む機会がありました︒それ
で旅行が大好きになり︑今
まで カ国に行きました︒
200

広報かみ平成２２年
広報かみ平成
２年１２月号
２月号
広報かみ平成２４年２月号

土佐打刃物 タンちゃん

山
物
香
※○は土佐山田町、
○は香北町、
○は物部町です。

香北町太郎丸

17

２１

さんれい さんちゃん

国道１
９５号

15

編集後記

物部川

今月満１〜３歳の誕生日を迎える
今月満１〜３歳の誕生日を迎え
お子さんを紹介します。

▽まちづくり推進課＝今月
号の ㌻でもお知らせして
いるように︑犬やネコの飼
い主の方への注意喚起につ
いては︑毎年誌面に掲載
し︑啓発を行っています︒
ご希望のある方へは︑窓口
で︑﹃犬のフン禁止！﹄の
看板をお
渡してい
ます︒
詳 細は
お問い合わせください︒
︻問い合わせ先︼まちづく
り推進課☎
１０６１

香北町五百蔵

子どもと散歩をしている
と︑いつも気になるのが︑
犬を散歩させている人のマ
ナーが悪いと思います︒犬
のフンを持って帰るのは当
たり前ですが︑散歩の時︑
ペットボトルに水を入れ
て︑おしっこをした後も︑
水で流すように︑少しずつ
ひろめていけたらいいと思
います︒

香北町下野尻

森のモリくん

五百蔵城

あじさいひめ

大宮橋

五百蔵簡易郵便局
報恩寺●
忠霊塔

おたんじょうび
おめでとう

▼成人式の取材で︑嬉しい
ことの一つはハタチの笑顔
を撮れること︒もう一つは
鏡野吹奏楽団の演奏が聞け
ること︒今年も胸を打つ演
奏が︑新成人の晴れの日を
飾っていました︒︵細木︶
▼私たちの成人式の時には
酒席があり︑白昼から夜中
まで盛大に祝いました︒今
では︑式当日の思い出はほ
とんどなく︑翌日のつらい
二日酔いの記憶しか残って
いません︵笑︶ ︵公文︶

が寛永４年（１６
２７）に修復し、
報恩寺の境内に
移築したのでは
なかろうか。
長宗我部氏支
みょう
配下の五百蔵名
報恩寺阿弥陀堂
は、五百蔵筑後
守が拝領し、重臣桑名太郎左衛門の子左馬進を継
嗣に迎え、五百蔵城に本拠していた。元和元年（１
６１５）５月、大坂夏の陣で、左馬進は、盛親の馬
前に討死したと伝えられている。
山内氏入国後、修理助は五百蔵に住み、阿弥陀
堂を修理する等、神仏への崇敬厚く、無役の村主
として敬意が払われていたようである。その後も
修理が加えられ、平成２１年には改修された。この
山田氏には系図が伝わっていたが、所在不明とな
り山田氏の詳細が分らないことは、誠に残念なこ
とである。（香美史談会）

かりかり モモコちゃん

フラフラ フラくん

ゆずぼうや

しいたけ たけちゃん

ぎんなん ぎんちゃん

さくらてんし

史記
美訪
香探

戦国時代に香美市域の大
部分を支配した楠目城主山
田氏（大中臣氏）は、１５
５０年頃、長宗我部国親に
敗れ、韮生谷から阿波方面
第３２回
に逃れたと言われている。
五百蔵山田氏と
香北町五百蔵の山田氏は
報恩寺阿弥陀堂
山田丹波守の末子大中臣筑
（香北町五百蔵）
後守頼秀が配せられ、忠霊
あみだどう
塔の土地が屋敷であった。報恩寺境内の阿弥陀堂
の棟札が、山田氏の盛衰を知る手がかりである。
棟札には「五百蔵御
前谷八大荒神願主大中
臣頼秀同修理助 永禄
７年（１５６４）甲子霜
月朔日」と書かれてい
る。
報恩寺は、天文年間
に、楠目の予岳寺五代
忠霊塔
寿益和尚の弟子芳勲を
やなぎそ
招き、瑞応寺の末寺として柳沢に開山した曹洞宗
の寺である。曹洞宗に変わって本尊が聖観音像と
なった。
阿弥陀堂に祭られている従来の本尊であった阿
みさきだに
弥陀如来像は、平安時代様式であるので、御前谷
かまど
竈戸神社の別当寺として創建されたものと考えら
れる。その後、山田氏の被護を受け、嫡子修理助

