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本日　10月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「キラヴィ福利厚生サポートプラン」

学校法人龍馬学園 常務理事 泉田　　優 氏
筒井　由夏 氏

次週　11月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換派遣学生報告」

派遣学生　　　　　吉岡　音々 さん
受入学生　ダイアナ・ヘルナンデス さん

第2442回　例会報告／令和元年10月23日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は天皇陛下の即位礼
正殿の儀が厳かに行われ
ました。改めて、穏やか
で幸せな令和であります
ようにと祈りました。

　また、昨日は、ロータリー情報委員会・石
川委員長主催の入会３年未満の会員さんを対
象とした親睦ゴルフと、浦田会員、猿田会員
の両講師による学びの会、懇親会が和やかに
開催されました。今年だけの国民の休日、皆
さまはどのように過ごされましたか。
　さて、明日10月24日は、「世界ポリオデー」
です。ポリオワクチンを開発したジョナス・
ソーク博士の誕生日を記念して定められまし
た。国際ロータリーのポリオとの戦いは、
1979年、フィリピンでの最初のワクチン投与
から始まりました。1988年、国際ロータリー
は世界保健機構（WHO）、国際児童基金

（UNICEF）、米国疫病対策センター（CDC）
などとともに、世界ポリオ撲滅推進運動

（GPEI）を組織。その後、ビル＆メリンダ・
ゲイツ財団が加わり、40年以上にわたって地
球上からポリオをなくす活動を継続していま
す。この間、野生株ポリオが発症・流行して
いる国、いわゆるポリオ常在国は125ヵ国か
ら、現在パキスタン、アフガニスタンの２ヵ
国に減らすことができました。この２ヵ国の

発症が全てゼロになり、その状態が３年間続
くと常在国はなくなります。あと一歩のとこ
ろまできています。
　しかし、ポリオには野生株とワクチン由来
があります。ですから、野生株だけでなく、
ワクチン由来のリスクに対しても、今後も持
続して監視し、速やかに対応していく必要が
あります。この活動を、ロータリーでは今ま
で「ポリオ撲滅活動」と呼んできましたが、
今年７月からはGPEIに合わせて「ポリオ根
絶活動」と呼ぶことが決まりました。この変
更には、ポリオとの戦いは一定の成果を挙げ
たとはいえ、世界を永遠にポリオフリーに保
つためには、まだまだ手を緩めるわけにはい
かないという強い決意が込められています。
　「ポリオ根絶」の道のりはまだまだ続きま
す。明日の「世界ポリオデ－」を機に、私た
ちも世界の中ではごく小さな力ではあります
が、この困難な活動に根気よく取り組んでい
きたいと思います。ロータリーのポリオ根絶
に関する現状と活動計画については、昨年の
「ロータリーの友」11月号に「ポリオ撲滅ま
でのガイド」という記事が掲載されていま
す。また、「世界ポリオデー」に合わせて、
ＲＩ公式フェイスブックに特別プログラムが
ネットが配信されています。この機会にぜひ
ご覧いただければと思います。
　本日の卓話は「高知県の屋号について」と
題して、高知新聞学芸部記者の楠瀬慶太様か
らお話を伺います。
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月19日㈫　ロータリー財団
　　　　　　避難看板授与式（14：00）
　　　　　　（中央公園東側の噴水前）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
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10月23日
今期の累計

ります。これらの屋号は今も残っています。
その場所を地図に落とし込むと、当時は６つ
の屋敷があり、これらは東向きの日当たりの
いいヒノヂという所にあります。その後、
1588年の長宗我部地検帳を見ると、だんだん
と家が増えて、反対の陰側のヌルダニ・ホキ
ヤシキ・ミナミダといった所にも新たな集落
ができていることが分かります。
　江戸時代、日本の村というのは、まず本村
という中心的な村から、脇村（枝村）に広が
って、複数の集落で村を構成しています。そ
れが今でいう「大字」で、これが江戸時代の
村に当たります。ということは、最初、本村
にあった屋号が脇村にも生まれていったと推
測されます。
　土佐においても、物部にある787の屋号と
50ぐらいの集落を分析してみると、まず、本
村については、「ドイ」という屋号がありま
す。平安時代末から鎌倉時代（11世紀～12世
紀）に集落を開発した名主と言われる人が、
ドイと神社と寺を建設して、その３者を中心
に、本村で屋敷地が拡大して行き屋号も増え

ていきます。ドイの前にはドイタと言われる
名主が最初に耕した田んぼがあり、立地は利
水・治水に便利で、日当たりもよく、平らで
耕作もしやすい場所です。そして、ドイを中
心にキタ・ミナミ・ウシロヤ。さらに、神社
のもとはミヤノモト・ミヤノウシロ。阿弥陀
堂の西ではドウノニシなどの屋号が広がって
いったと言えます。
　13世紀から16世紀になると、本村から脇村
へと集落が広がっていきます。ニイヤとかナ
カヤと神社が建設され、集落が広がり屋号も
増えていきます。ニイヤやナカヤを中心にキ
タ、また、神社をベースにミヤノマエなどの
名が付けられています。
　このように屋号は展開して集落が拡大して
いったわけですが、現在、山村や漁村ではど
んどん屋号が廃れていき、今の若い人たちは、
ほとんど屋号を知りません。こういったもの
を記録しておくことは集落を復元する材料に
もなりますので、ぜひ語り継いでいきたいと
思います。

「高知県の屋号について」

◇ゲストスピーチ 高知新聞学芸部記者  楠瀬　慶太 氏

　今から12年前、大学院で日本史を勉強して
いたとき、香美市の物部地域で全国から十数
名の大学の先生が集まり、歴史の学術調査が
行われることになりました。たまたま香美市
出身だった私は運転手代わりに参加したのが、
屋号を知るきっかけです。
　当時、物部地域でも限界集落がたくさんあ
り、集落がなくなるということは、地域の人
たちが語りつないできた歴史や民俗の記憶が
消失してしまうという、現代社会の現状に直
面しました。その中で、地域の古老の人たち
から、各家々に苗字とは別に、例えば、シタ
とかウエ、ヒガシ、シンタク、ニシノオカ等
々が付いていて、地域の人たちは「ナカゴエ
の誰々」「ドイの誰が」と言ったように苗字
代わりに屋号を使っている。さらに、戦国時
代末期に豊臣秀吉が行った太閤検地の一環と
して、長宗我部元親が土地の調査を行った長
宗我部地検帳の中に出てくる、ナカゴエとか
ドイと言った屋号が今も普通に使われている
ことを聞きました。
　物部地域は鎌倉幕府の荘園があるなど非常
に古い歴史があり、その村の歴史が、今まさ
に消えようとしているということで、研究よ
りも地域の歴史を記録することが大事ではな
いかと考えました。そこで、旧物部村の50近
い集落を訪ねて100人ぐらいのお年寄りに地
名や暮らし、伝承など、そして約800の屋号
を全て聞き取りました。
　屋号というのは日本全国各地にあり、山口
県では角名と呼んだり、家名という地域もあ
ります。高知県下でも、香北や山田にも屋号
がありますが、同じ集落でも屋号のある家と
ない家があります。
　江戸時代以前の前近代には、基本的に武士
しか苗字を名乗れませんでした。農工商身分
の人は、同じ集落に住んで、同じような名前

が多かったため、家の呼び名が苗字の代わり
として必須でした。苗字と屋号の違いは、苗
字は基本的には血縁関係を表し、集落の外で
使うものですが、屋号はあくまで家に対する
呼び名で、集落の中だけで使い、三つ、四つ
隣の集落に行くと、もう屋号は分からないと
いう狭い地域でしか使われていません。
　屋号は三つの種類に分類され、一つ目が皆
さんも馴染みのある商売・職業屋号で、例え
ば江戸の呉服屋、今の三越の前身である「越
後屋」。はりまや橋の「播磨屋」や「鍛冶屋」
「紺屋」など、町屋や漁村に多いと言われて
います。
　もう一つは、そめい屋号、記号屋号と言わ
れるもので、そめい屋号は人の名前を冠した
屋号です。古文書では確認できませんが、伝
承では帯屋勘助という商人がいたので、帯屋
町となったと言われています。記号屋号は、
三角の山に泉と書いてヤマイズミとか、記号
と漢字を組み合わせたもので、農村や町に多
いものです。
　三つめは地名を関した地名屋号。ウメノモ
ト、イデノウラなど高知県では圧倒的に多い
ものです。
　高知県では、今まで誰も屋号について調べ
てはいませんでした。今回、私が主に香美市
でおじいさん、おばあさんに聞いて回って、
787個の屋号を収集しました。あくまでも香
美市物部地域の話ですが、永享６（1434）年、
柳瀬（ヤナイセ）村（現・永瀬ダムに沈んだ
村）に残っていた古文書に、ニシヤシキ、シ
タヤシキ、ヒライ、ナカヤ等、家の呼び名の
ようものが出てきて、その下に年貢がいくら、
引き出物がいくらというように、年貢の割り
当てが書かれています。ここから、室町時代
の屋号は、屋敷と周辺の田畑を含む一体を指
している名称として使われていたことが分か

学校法人龍馬学園 生涯学習健康センター
専任トレーナー 健康運動指導士

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日は、ロータリー情報委員
会・石川委員長お世話になりました。本日は
高知新聞の学芸部記者・楠瀬さん、卓話あり
がとうございました。　　　　
 ● 岡本淳一　昨日のロータリー情報委員会、
石川委員長ありがとうございました。浦田会
員の話も本当に参考になりました。ありがと
うございました。
 ● 浦田健治　昨日は情報委員会委員長・石川
さんのお世話でロータリーの勉強会の講師を
させていただきました。なお、昼間のゴルフ
コンペでは、超ハンディをもらったおかげで
ラッキー優勝しましたので、獲得賞金をニコ
ニコへ。
 ● 猿田隆夫　昨日の東ＲＣ情報委員会の会で、
職業奉仕についてショートスピーチをさせて

いただきました。千種会小堀憲助氏のＣＤの
貸し出しも当方でしています。英会話教室も
毎月曜日に行っていますので、いつでも参加
してください。また、一昨日、長期交換学生
ダイアナさんが英会話教室に参加し、二次会
まで行きました。石川情報委員長お世話にな
りました。また、医師会主催の美術展が近く
の高新画廊で開催中です。本日の午後４時半
までです。ご覧のほどお願いします。
 ● 石川　健　昨日はロータリー情報委員会の
勉強会を15名の出席で開催しました。１時間
みっちり勉強し、新会員（３年未満）の出席
も多く、有意義な時間を過ごしました。また、
昼は２組でゴルフを行い、どうしたことか私
がビリ（８位）で賞金をいただきました。プ
ラス賞金残金とを合わせてニコニコへ入れま
す。勉強会の講義をしてくださった浦田会員
ありがとうございます。もちろん、講義代は
なしですが、浦田会員が優勝でやはり良いこ
とがあるものです。He Profits most who 
serves best
 ● 後藤典行　昨日はゴルフコンペに参加させ
ていただきありがとうございました。相当、

ご迷惑をおかけしましたので、次回までには、
もう少しマシになるよう練習します。
 ● 山村一正　高知大神宮、秋祭り参加して頂
き誠にありがとうございます。新帝　弥栄
（いやさか）～！
 ● 早瀬源慶　創立夜間例会で、我が孫が大変
お世話になりました。ようやくオーストラリ
アに帰りました。皆さまにお礼申します。

 ● 寺尾正生　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、岡﨑委員長、ご迷惑をかけ申し訳ござ
いません。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻　１件

入会３年未満の会員のためのオリエンテーション
2019年10月22日㈫　於：司本店 ほか
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絶活動」と呼ぶことが決まりました。この変
更には、ポリオとの戦いは一定の成果を挙げ
たとはいえ、世界を永遠にポリオフリーに保
つためには、まだまだ手を緩めるわけにはい
かないという強い決意が込められています。
　「ポリオ根絶」の道のりはまだまだ続きま
す。明日の「世界ポリオデ－」を機に、私た
ちも世界の中ではごく小さな力ではあります
が、この困難な活動に根気よく取り組んでい
きたいと思います。ロータリーのポリオ根絶
に関する現状と活動計画については、昨年の
「ロータリーの友」11月号に「ポリオ撲滅ま
でのガイド」という記事が掲載されていま
す。また、「世界ポリオデー」に合わせて、
ＲＩ公式フェイスブックに特別プログラムが
ネットが配信されています。この機会にぜひ
ご覧いただければと思います。
　本日の卓話は「高知県の屋号について」と
題して、高知新聞学芸部記者の楠瀬慶太様か
らお話を伺います。
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■高知東ＲＣ当面の日程
11月６日㈬　定例理事会
11月13日㈬　ロータリー休日
11月13日㈬　パスト会長会（得月樓）
11月19日㈫　ロータリー財団
　　　　　　避難看板授与式（14：00）
　　　　　　（中央公園東側の噴水前）
11月20日㈬　第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰　地区大会
　　　　　　　　　　（アスティとくしま）
11月27日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知西ＲＣ　　11月１日㈮　4RC合同夜間例会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月５日㈫　11/1、4RC合同夜間例会に振替
高知北ＲＣ　　11月11日㈪　11/9、夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月14日㈭　ロータリー休日
高知ＲＣ　　　11月19日㈫　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　11月19日㈫　11/21、3RC夜間例会に振替
高知南ＲＣ　　11月21日㈭　地区大会に振替
高知中央ＲＣ　11月21日㈭　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　11月22日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　11月25日㈪　地区大会に振替
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今期の累計

ります。これらの屋号は今も残っています。
その場所を地図に落とし込むと、当時は６つ
の屋敷があり、これらは東向きの日当たりの
いいヒノヂという所にあります。その後、
1588年の長宗我部地検帳を見ると、だんだん
と家が増えて、反対の陰側のヌルダニ・ホキ
ヤシキ・ミナミダといった所にも新たな集落
ができていることが分かります。
　江戸時代、日本の村というのは、まず本村
という中心的な村から、脇村（枝村）に広が
って、複数の集落で村を構成しています。そ
れが今でいう「大字」で、これが江戸時代の
村に当たります。ということは、最初、本村
にあった屋号が脇村にも生まれていったと推
測されます。
　土佐においても、物部にある787の屋号と
50ぐらいの集落を分析してみると、まず、本
村については、「ドイ」という屋号がありま
す。平安時代末から鎌倉時代（11世紀～12世
紀）に集落を開発した名主と言われる人が、
ドイと神社と寺を建設して、その３者を中心
に、本村で屋敷地が拡大して行き屋号も増え

ていきます。ドイの前にはドイタと言われる
名主が最初に耕した田んぼがあり、立地は利
水・治水に便利で、日当たりもよく、平らで
耕作もしやすい場所です。そして、ドイを中
心にキタ・ミナミ・ウシロヤ。さらに、神社
のもとはミヤノモト・ミヤノウシロ。阿弥陀
堂の西ではドウノニシなどの屋号が広がって
いったと言えます。
　13世紀から16世紀になると、本村から脇村
へと集落が広がっていきます。ニイヤとかナ
カヤと神社が建設され、集落が広がり屋号も
増えていきます。ニイヤやナカヤを中心にキ
タ、また、神社をベースにミヤノマエなどの
名が付けられています。
　このように屋号は展開して集落が拡大して
いったわけですが、現在、山村や漁村ではど
んどん屋号が廃れていき、今の若い人たちは、
ほとんど屋号を知りません。こういったもの
を記録しておくことは集落を復元する材料に
もなりますので、ぜひ語り継いでいきたいと
思います。

「高知県の屋号について」

◇ゲストスピーチ 高知新聞学芸部記者  楠瀬　慶太 氏

　今から12年前、大学院で日本史を勉強して
いたとき、香美市の物部地域で全国から十数
名の大学の先生が集まり、歴史の学術調査が
行われることになりました。たまたま香美市
出身だった私は運転手代わりに参加したのが、
屋号を知るきっかけです。
　当時、物部地域でも限界集落がたくさんあ
り、集落がなくなるということは、地域の人
たちが語りつないできた歴史や民俗の記憶が
消失してしまうという、現代社会の現状に直
面しました。その中で、地域の古老の人たち
から、各家々に苗字とは別に、例えば、シタ
とかウエ、ヒガシ、シンタク、ニシノオカ等
々が付いていて、地域の人たちは「ナカゴエ
の誰々」「ドイの誰が」と言ったように苗字
代わりに屋号を使っている。さらに、戦国時
代末期に豊臣秀吉が行った太閤検地の一環と
して、長宗我部元親が土地の調査を行った長
宗我部地検帳の中に出てくる、ナカゴエとか
ドイと言った屋号が今も普通に使われている
ことを聞きました。
　物部地域は鎌倉幕府の荘園があるなど非常
に古い歴史があり、その村の歴史が、今まさ
に消えようとしているということで、研究よ
りも地域の歴史を記録することが大事ではな
いかと考えました。そこで、旧物部村の50近
い集落を訪ねて100人ぐらいのお年寄りに地
名や暮らし、伝承など、そして約800の屋号
を全て聞き取りました。
　屋号というのは日本全国各地にあり、山口
県では角名と呼んだり、家名という地域もあ
ります。高知県下でも、香北や山田にも屋号
がありますが、同じ集落でも屋号のある家と
ない家があります。
　江戸時代以前の前近代には、基本的に武士
しか苗字を名乗れませんでした。農工商身分
の人は、同じ集落に住んで、同じような名前

が多かったため、家の呼び名が苗字の代わり
として必須でした。苗字と屋号の違いは、苗
字は基本的には血縁関係を表し、集落の外で
使うものですが、屋号はあくまで家に対する
呼び名で、集落の中だけで使い、三つ、四つ
隣の集落に行くと、もう屋号は分からないと
いう狭い地域でしか使われていません。
　屋号は三つの種類に分類され、一つ目が皆
さんも馴染みのある商売・職業屋号で、例え
ば江戸の呉服屋、今の三越の前身である「越
後屋」。はりまや橋の「播磨屋」や「鍛冶屋」
「紺屋」など、町屋や漁村に多いと言われて
います。
　もう一つは、そめい屋号、記号屋号と言わ
れるもので、そめい屋号は人の名前を冠した
屋号です。古文書では確認できませんが、伝
承では帯屋勘助という商人がいたので、帯屋
町となったと言われています。記号屋号は、
三角の山に泉と書いてヤマイズミとか、記号
と漢字を組み合わせたもので、農村や町に多
いものです。
　三つめは地名を関した地名屋号。ウメノモ
ト、イデノウラなど高知県では圧倒的に多い
ものです。
　高知県では、今まで誰も屋号について調べ
てはいませんでした。今回、私が主に香美市
でおじいさん、おばあさんに聞いて回って、
787個の屋号を収集しました。あくまでも香
美市物部地域の話ですが、永享６（1434）年、
柳瀬（ヤナイセ）村（現・永瀬ダムに沈んだ
村）に残っていた古文書に、ニシヤシキ、シ
タヤシキ、ヒライ、ナカヤ等、家の呼び名の
ようものが出てきて、その下に年貢がいくら、
引き出物がいくらというように、年貢の割り
当てが書かれています。ここから、室町時代
の屋号は、屋敷と周辺の田畑を含む一体を指
している名称として使われていたことが分か

学校法人龍馬学園 生涯学習健康センター
専任トレーナー 健康運動指導士

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日は、ロータリー情報委員
会・石川委員長お世話になりました。本日は
高知新聞の学芸部記者・楠瀬さん、卓話あり
がとうございました。　　　　
 ● 岡本淳一　昨日のロータリー情報委員会、
石川委員長ありがとうございました。浦田会
員の話も本当に参考になりました。ありがと
うございました。
 ● 浦田健治　昨日は情報委員会委員長・石川
さんのお世話でロータリーの勉強会の講師を
させていただきました。なお、昼間のゴルフ
コンペでは、超ハンディをもらったおかげで
ラッキー優勝しましたので、獲得賞金をニコ
ニコへ。
 ● 猿田隆夫　昨日の東ＲＣ情報委員会の会で、
職業奉仕についてショートスピーチをさせて

いただきました。千種会小堀憲助氏のＣＤの
貸し出しも当方でしています。英会話教室も
毎月曜日に行っていますので、いつでも参加
してください。また、一昨日、長期交換学生
ダイアナさんが英会話教室に参加し、二次会
まで行きました。石川情報委員長お世話にな
りました。また、医師会主催の美術展が近く
の高新画廊で開催中です。本日の午後４時半
までです。ご覧のほどお願いします。
 ● 石川　健　昨日はロータリー情報委員会の
勉強会を15名の出席で開催しました。１時間
みっちり勉強し、新会員（３年未満）の出席
も多く、有意義な時間を過ごしました。また、
昼は２組でゴルフを行い、どうしたことか私
がビリ（８位）で賞金をいただきました。プ
ラス賞金残金とを合わせてニコニコへ入れま
す。勉強会の講義をしてくださった浦田会員
ありがとうございます。もちろん、講義代は
なしですが、浦田会員が優勝でやはり良いこ
とがあるものです。He Profits most who 
serves best
 ● 後藤典行　昨日はゴルフコンペに参加させ
ていただきありがとうございました。相当、

ご迷惑をおかけしましたので、次回までには、
もう少しマシになるよう練習します。
 ● 山村一正　高知大神宮、秋祭り参加して頂
き誠にありがとうございます。新帝　弥栄
（いやさか）～！
 ● 早瀬源慶　創立夜間例会で、我が孫が大変
お世話になりました。ようやくオーストラリ
アに帰りました。皆さまにお礼申します。

 ● 寺尾正生　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、岡﨑委員長、ご迷惑をかけ申し訳ござ
いません。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻　１件

入会３年未満の会員のためのオリエンテーション
2019年10月22日㈫　於：司本店 ほか
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本日　10月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「キラヴィ福利厚生サポートプラン」

学校法人龍馬学園 常務理事 泉田　　優 氏
筒井　由夏 氏

次週　11月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換派遣学生報告」

派遣学生　　　　　吉岡　音々 さん
受入学生　ダイアナ・ヘルナンデス さん

第2442回　例会報告／令和元年10月23日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は天皇陛下の即位礼
正殿の儀が厳かに行われ
ました。改めて、穏やか
で幸せな令和であります
ようにと祈りました。

　また、昨日は、ロータリー情報委員会・石
川委員長主催の入会３年未満の会員さんを対
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開催されました。今年だけの国民の休日、皆
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　さて、明日10月24日は、「世界ポリオデー」
です。ポリオワクチンを開発したジョナス・
ソーク博士の誕生日を記念して定められまし
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今期の累計

ります。これらの屋号は今も残っています。
その場所を地図に落とし込むと、当時は６つ
の屋敷があり、これらは東向きの日当たりの
いいヒノヂという所にあります。その後、
1588年の長宗我部地検帳を見ると、だんだん
と家が増えて、反対の陰側のヌルダニ・ホキ
ヤシキ・ミナミダといった所にも新たな集落
ができていることが分かります。
　江戸時代、日本の村というのは、まず本村
という中心的な村から、脇村（枝村）に広が
って、複数の集落で村を構成しています。そ
れが今でいう「大字」で、これが江戸時代の
村に当たります。ということは、最初、本村
にあった屋号が脇村にも生まれていったと推
測されます。
　土佐においても、物部にある787の屋号と
50ぐらいの集落を分析してみると、まず、本
村については、「ドイ」という屋号がありま
す。平安時代末から鎌倉時代（11世紀～12世
紀）に集落を開発した名主と言われる人が、
ドイと神社と寺を建設して、その３者を中心
に、本村で屋敷地が拡大して行き屋号も増え

ていきます。ドイの前にはドイタと言われる
名主が最初に耕した田んぼがあり、立地は利
水・治水に便利で、日当たりもよく、平らで
耕作もしやすい場所です。そして、ドイを中
心にキタ・ミナミ・ウシロヤ。さらに、神社
のもとはミヤノモト・ミヤノウシロ。阿弥陀
堂の西ではドウノニシなどの屋号が広がって
いったと言えます。
　13世紀から16世紀になると、本村から脇村
へと集落が広がっていきます。ニイヤとかナ
カヤと神社が建設され、集落が広がり屋号も
増えていきます。ニイヤやナカヤを中心にキ
タ、また、神社をベースにミヤノマエなどの
名が付けられています。
　このように屋号は展開して集落が拡大して
いったわけですが、現在、山村や漁村ではど
んどん屋号が廃れていき、今の若い人たちは、
ほとんど屋号を知りません。こういったもの
を記録しておくことは集落を復元する材料に
もなりますので、ぜひ語り継いでいきたいと
思います。

「高知県の屋号について」

◇ゲストスピーチ 高知新聞学芸部記者  楠瀬　慶太 氏

　今から12年前、大学院で日本史を勉強して
いたとき、香美市の物部地域で全国から十数
名の大学の先生が集まり、歴史の学術調査が
行われることになりました。たまたま香美市
出身だった私は運転手代わりに参加したのが、
屋号を知るきっかけです。
　当時、物部地域でも限界集落がたくさんあ
り、集落がなくなるということは、地域の人
たちが語りつないできた歴史や民俗の記憶が
消失してしまうという、現代社会の現状に直
面しました。その中で、地域の古老の人たち
から、各家々に苗字とは別に、例えば、シタ
とかウエ、ヒガシ、シンタク、ニシノオカ等
々が付いていて、地域の人たちは「ナカゴエ
の誰々」「ドイの誰が」と言ったように苗字
代わりに屋号を使っている。さらに、戦国時
代末期に豊臣秀吉が行った太閤検地の一環と
して、長宗我部元親が土地の調査を行った長
宗我部地検帳の中に出てくる、ナカゴエとか
ドイと言った屋号が今も普通に使われている
ことを聞きました。
　物部地域は鎌倉幕府の荘園があるなど非常
に古い歴史があり、その村の歴史が、今まさ
に消えようとしているということで、研究よ
りも地域の歴史を記録することが大事ではな
いかと考えました。そこで、旧物部村の50近
い集落を訪ねて100人ぐらいのお年寄りに地
名や暮らし、伝承など、そして約800の屋号
を全て聞き取りました。
　屋号というのは日本全国各地にあり、山口
県では角名と呼んだり、家名という地域もあ
ります。高知県下でも、香北や山田にも屋号
がありますが、同じ集落でも屋号のある家と
ない家があります。
　江戸時代以前の前近代には、基本的に武士
しか苗字を名乗れませんでした。農工商身分
の人は、同じ集落に住んで、同じような名前

が多かったため、家の呼び名が苗字の代わり
として必須でした。苗字と屋号の違いは、苗
字は基本的には血縁関係を表し、集落の外で
使うものですが、屋号はあくまで家に対する
呼び名で、集落の中だけで使い、三つ、四つ
隣の集落に行くと、もう屋号は分からないと
いう狭い地域でしか使われていません。
　屋号は三つの種類に分類され、一つ目が皆
さんも馴染みのある商売・職業屋号で、例え
ば江戸の呉服屋、今の三越の前身である「越
後屋」。はりまや橋の「播磨屋」や「鍛冶屋」
「紺屋」など、町屋や漁村に多いと言われて
います。
　もう一つは、そめい屋号、記号屋号と言わ
れるもので、そめい屋号は人の名前を冠した
屋号です。古文書では確認できませんが、伝
承では帯屋勘助という商人がいたので、帯屋
町となったと言われています。記号屋号は、
三角の山に泉と書いてヤマイズミとか、記号
と漢字を組み合わせたもので、農村や町に多
いものです。
　三つめは地名を関した地名屋号。ウメノモ
ト、イデノウラなど高知県では圧倒的に多い
ものです。
　高知県では、今まで誰も屋号について調べ
てはいませんでした。今回、私が主に香美市
でおじいさん、おばあさんに聞いて回って、
787個の屋号を収集しました。あくまでも香
美市物部地域の話ですが、永享６（1434）年、
柳瀬（ヤナイセ）村（現・永瀬ダムに沈んだ
村）に残っていた古文書に、ニシヤシキ、シ
タヤシキ、ヒライ、ナカヤ等、家の呼び名の
ようものが出てきて、その下に年貢がいくら、
引き出物がいくらというように、年貢の割り
当てが書かれています。ここから、室町時代
の屋号は、屋敷と周辺の田畑を含む一体を指
している名称として使われていたことが分か

学校法人龍馬学園 生涯学習健康センター
専任トレーナー 健康運動指導士

◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日は、ロータリー情報委員
会・石川委員長お世話になりました。本日は
高知新聞の学芸部記者・楠瀬さん、卓話あり
がとうございました。　　　　
 ● 岡本淳一　昨日のロータリー情報委員会、
石川委員長ありがとうございました。浦田会
員の話も本当に参考になりました。ありがと
うございました。
 ● 浦田健治　昨日は情報委員会委員長・石川
さんのお世話でロータリーの勉強会の講師を
させていただきました。なお、昼間のゴルフ
コンペでは、超ハンディをもらったおかげで
ラッキー優勝しましたので、獲得賞金をニコ
ニコへ。
 ● 猿田隆夫　昨日の東ＲＣ情報委員会の会で、
職業奉仕についてショートスピーチをさせて

いただきました。千種会小堀憲助氏のＣＤの
貸し出しも当方でしています。英会話教室も
毎月曜日に行っていますので、いつでも参加
してください。また、一昨日、長期交換学生
ダイアナさんが英会話教室に参加し、二次会
まで行きました。石川情報委員長お世話にな
りました。また、医師会主催の美術展が近く
の高新画廊で開催中です。本日の午後４時半
までです。ご覧のほどお願いします。
 ● 石川　健　昨日はロータリー情報委員会の
勉強会を15名の出席で開催しました。１時間
みっちり勉強し、新会員（３年未満）の出席
も多く、有意義な時間を過ごしました。また、
昼は２組でゴルフを行い、どうしたことか私
がビリ（８位）で賞金をいただきました。プ
ラス賞金残金とを合わせてニコニコへ入れま
す。勉強会の講義をしてくださった浦田会員
ありがとうございます。もちろん、講義代は
なしですが、浦田会員が優勝でやはり良いこ
とがあるものです。He Profits most who 
serves best
 ● 後藤典行　昨日はゴルフコンペに参加させ
ていただきありがとうございました。相当、

ご迷惑をおかけしましたので、次回までには、
もう少しマシになるよう練習します。
 ● 山村一正　高知大神宮、秋祭り参加して頂
き誠にありがとうございます。新帝　弥栄
（いやさか）～！
 ● 早瀬源慶　創立夜間例会で、我が孫が大変
お世話になりました。ようやくオーストラリ
アに帰りました。皆さまにお礼申します。

 ● 寺尾正生　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、岡﨑委員長、ご迷惑をかけ申し訳ござ
いません。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻　１件

入会３年未満の会員のためのオリエンテーション
2019年10月22日㈫　於：司本店 ほか

10月23日

10月９日

総数
－6 55
－3 55

出席
36
35

欠席
6
0

メイク
アップ HC出席率

65.45％

63.64％

出席率
87.76％

100％

7
17



高知東ロータリークラブ週報
第2396号

10月30日.2019

本日　10月30日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「キラヴィ福利厚生サポートプラン」

学校法人龍馬学園 常務理事 泉田　　優 氏
筒井　由夏 氏

次週　11月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「長期交換派遣学生報告」

派遣学生　　　　　吉岡　音々 さん
受入学生　ダイアナ・ヘルナンデス さん

第2442回　例会報告／令和元年10月23日　天候　曇

◇ロータリーソング
  「奉仕の理想」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
昨日は天皇陛下の即位礼
正殿の儀が厳かに行われ
ました。改めて、穏やか
で幸せな令和であります
ようにと祈りました。

　また、昨日は、ロータリー情報委員会・石
川委員長主催の入会３年未満の会員さんを対
象とした親睦ゴルフと、浦田会員、猿田会員
の両講師による学びの会、懇親会が和やかに
開催されました。今年だけの国民の休日、皆
さまはどのように過ごされましたか。
　さて、明日10月24日は、「世界ポリオデー」
です。ポリオワクチンを開発したジョナス・
ソーク博士の誕生日を記念して定められまし
た。国際ロータリーのポリオとの戦いは、
1979年、フィリピンでの最初のワクチン投与
から始まりました。1988年、国際ロータリー
は世界保健機構（WHO）、国際児童基金

（UNICEF）、米国疫病対策センター（CDC）
などとともに、世界ポリオ撲滅推進運動

（GPEI）を組織。その後、ビル＆メリンダ・
ゲイツ財団が加わり、40年以上にわたって地
球上からポリオをなくす活動を継続していま
す。この間、野生株ポリオが発症・流行して
いる国、いわゆるポリオ常在国は125ヵ国か
ら、現在パキスタン、アフガニスタンの２ヵ
国に減らすことができました。この２ヵ国の

発症が全てゼロになり、その状態が３年間続
くと常在国はなくなります。あと一歩のとこ
ろまできています。
　しかし、ポリオには野生株とワクチン由来
があります。ですから、野生株だけでなく、
ワクチン由来のリスクに対しても、今後も持
続して監視し、速やかに対応していく必要が
あります。この活動を、ロータリーでは今ま
で「ポリオ撲滅活動」と呼んできましたが、
今年７月からはGPEIに合わせて「ポリオ根
絶活動」と呼ぶことが決まりました。この変
更には、ポリオとの戦いは一定の成果を挙げ
たとはいえ、世界を永遠にポリオフリーに保
つためには、まだまだ手を緩めるわけにはい
かないという強い決意が込められています。
　「ポリオ根絶」の道のりはまだまだ続きま
す。明日の「世界ポリオデ－」を機に、私た
ちも世界の中ではごく小さな力ではあります
が、この困難な活動に根気よく取り組んでい
きたいと思います。ロータリーのポリオ根絶
に関する現状と活動計画については、昨年の
「ロータリーの友」11月号に「ポリオ撲滅ま
でのガイド」という記事が掲載されていま
す。また、「世界ポリオデー」に合わせて、
ＲＩ公式フェイスブックに特別プログラムが
ネットが配信されています。この機会にぜひ
ご覧いただければと思います。
　本日の卓話は「高知県の屋号について」と
題して、高知新聞学芸部記者の楠瀬慶太様か
らお話を伺います。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST
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ります。これらの屋号は今も残っています。
その場所を地図に落とし込むと、当時は６つ
の屋敷があり、これらは東向きの日当たりの
いいヒノヂという所にあります。その後、
1588年の長宗我部地検帳を見ると、だんだん
と家が増えて、反対の陰側のヌルダニ・ホキ
ヤシキ・ミナミダといった所にも新たな集落
ができていることが分かります。
　江戸時代、日本の村というのは、まず本村
という中心的な村から、脇村（枝村）に広が
って、複数の集落で村を構成しています。そ
れが今でいう「大字」で、これが江戸時代の
村に当たります。ということは、最初、本村
にあった屋号が脇村にも生まれていったと推
測されます。
　土佐においても、物部にある787の屋号と
50ぐらいの集落を分析してみると、まず、本
村については、「ドイ」という屋号がありま
す。平安時代末から鎌倉時代（11世紀～12世
紀）に集落を開発した名主と言われる人が、
ドイと神社と寺を建設して、その３者を中心
に、本村で屋敷地が拡大して行き屋号も増え

ていきます。ドイの前にはドイタと言われる
名主が最初に耕した田んぼがあり、立地は利
水・治水に便利で、日当たりもよく、平らで
耕作もしやすい場所です。そして、ドイを中
心にキタ・ミナミ・ウシロヤ。さらに、神社
のもとはミヤノモト・ミヤノウシロ。阿弥陀
堂の西ではドウノニシなどの屋号が広がって
いったと言えます。
　13世紀から16世紀になると、本村から脇村
へと集落が広がっていきます。ニイヤとかナ
カヤと神社が建設され、集落が広がり屋号も
増えていきます。ニイヤやナカヤを中心にキ
タ、また、神社をベースにミヤノマエなどの
名が付けられています。
　このように屋号は展開して集落が拡大して
いったわけですが、現在、山村や漁村ではど
んどん屋号が廃れていき、今の若い人たちは、
ほとんど屋号を知りません。こういったもの
を記録しておくことは集落を復元する材料に
もなりますので、ぜひ語り継いでいきたいと
思います。

「高知県の屋号について」

◇ゲストスピーチ 高知新聞学芸部記者  楠瀬　慶太 氏

　今から12年前、大学院で日本史を勉強して
いたとき、香美市の物部地域で全国から十数
名の大学の先生が集まり、歴史の学術調査が
行われることになりました。たまたま香美市
出身だった私は運転手代わりに参加したのが、
屋号を知るきっかけです。
　当時、物部地域でも限界集落がたくさんあ
り、集落がなくなるということは、地域の人
たちが語りつないできた歴史や民俗の記憶が
消失してしまうという、現代社会の現状に直
面しました。その中で、地域の古老の人たち
から、各家々に苗字とは別に、例えば、シタ
とかウエ、ヒガシ、シンタク、ニシノオカ等
々が付いていて、地域の人たちは「ナカゴエ
の誰々」「ドイの誰が」と言ったように苗字
代わりに屋号を使っている。さらに、戦国時
代末期に豊臣秀吉が行った太閤検地の一環と
して、長宗我部元親が土地の調査を行った長
宗我部地検帳の中に出てくる、ナカゴエとか
ドイと言った屋号が今も普通に使われている
ことを聞きました。
　物部地域は鎌倉幕府の荘園があるなど非常
に古い歴史があり、その村の歴史が、今まさ
に消えようとしているということで、研究よ
りも地域の歴史を記録することが大事ではな
いかと考えました。そこで、旧物部村の50近
い集落を訪ねて100人ぐらいのお年寄りに地
名や暮らし、伝承など、そして約800の屋号
を全て聞き取りました。
　屋号というのは日本全国各地にあり、山口
県では角名と呼んだり、家名という地域もあ
ります。高知県下でも、香北や山田にも屋号
がありますが、同じ集落でも屋号のある家と
ない家があります。
　江戸時代以前の前近代には、基本的に武士
しか苗字を名乗れませんでした。農工商身分
の人は、同じ集落に住んで、同じような名前

が多かったため、家の呼び名が苗字の代わり
として必須でした。苗字と屋号の違いは、苗
字は基本的には血縁関係を表し、集落の外で
使うものですが、屋号はあくまで家に対する
呼び名で、集落の中だけで使い、三つ、四つ
隣の集落に行くと、もう屋号は分からないと
いう狭い地域でしか使われていません。
　屋号は三つの種類に分類され、一つ目が皆
さんも馴染みのある商売・職業屋号で、例え
ば江戸の呉服屋、今の三越の前身である「越
後屋」。はりまや橋の「播磨屋」や「鍛冶屋」
「紺屋」など、町屋や漁村に多いと言われて
います。
　もう一つは、そめい屋号、記号屋号と言わ
れるもので、そめい屋号は人の名前を冠した
屋号です。古文書では確認できませんが、伝
承では帯屋勘助という商人がいたので、帯屋
町となったと言われています。記号屋号は、
三角の山に泉と書いてヤマイズミとか、記号
と漢字を組み合わせたもので、農村や町に多
いものです。
　三つめは地名を関した地名屋号。ウメノモ
ト、イデノウラなど高知県では圧倒的に多い
ものです。
　高知県では、今まで誰も屋号について調べ
てはいませんでした。今回、私が主に香美市
でおじいさん、おばあさんに聞いて回って、
787個の屋号を収集しました。あくまでも香
美市物部地域の話ですが、永享６（1434）年、
柳瀬（ヤナイセ）村（現・永瀬ダムに沈んだ
村）に残っていた古文書に、ニシヤシキ、シ
タヤシキ、ヒライ、ナカヤ等、家の呼び名の
ようものが出てきて、その下に年貢がいくら、
引き出物がいくらというように、年貢の割り
当てが書かれています。ここから、室町時代
の屋号は、屋敷と周辺の田畑を含む一体を指
している名称として使われていたことが分か
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◇出席率報告

 ● 前川美智子　昨日は、ロータリー情報委員
会・石川委員長お世話になりました。本日は
高知新聞の学芸部記者・楠瀬さん、卓話あり
がとうございました。　　　　
 ● 岡本淳一　昨日のロータリー情報委員会、
石川委員長ありがとうございました。浦田会
員の話も本当に参考になりました。ありがと
うございました。
 ● 浦田健治　昨日は情報委員会委員長・石川
さんのお世話でロータリーの勉強会の講師を
させていただきました。なお、昼間のゴルフ
コンペでは、超ハンディをもらったおかげで
ラッキー優勝しましたので、獲得賞金をニコ
ニコへ。
 ● 猿田隆夫　昨日の東ＲＣ情報委員会の会で、
職業奉仕についてショートスピーチをさせて

いただきました。千種会小堀憲助氏のＣＤの
貸し出しも当方でしています。英会話教室も
毎月曜日に行っていますので、いつでも参加
してください。また、一昨日、長期交換学生
ダイアナさんが英会話教室に参加し、二次会
まで行きました。石川情報委員長お世話にな
りました。また、医師会主催の美術展が近く
の高新画廊で開催中です。本日の午後４時半
までです。ご覧のほどお願いします。
 ● 石川　健　昨日はロータリー情報委員会の
勉強会を15名の出席で開催しました。１時間
みっちり勉強し、新会員（３年未満）の出席
も多く、有意義な時間を過ごしました。また、
昼は２組でゴルフを行い、どうしたことか私
がビリ（８位）で賞金をいただきました。プ
ラス賞金残金とを合わせてニコニコへ入れま
す。勉強会の講義をしてくださった浦田会員
ありがとうございます。もちろん、講義代は
なしですが、浦田会員が優勝でやはり良いこ
とがあるものです。He Profits most who 
serves best
 ● 後藤典行　昨日はゴルフコンペに参加させ
ていただきありがとうございました。相当、

ご迷惑をおかけしましたので、次回までには、
もう少しマシになるよう練習します。
 ● 山村一正　高知大神宮、秋祭り参加して頂
き誠にありがとうございます。新帝　弥栄
（いやさか）～！
 ● 早瀬源慶　創立夜間例会で、我が孫が大変
お世話になりました。ようやくオーストラリ
アに帰りました。皆さまにお礼申します。

 ● 寺尾正生　家内誕生日お祝いありがとうご
ざいます。
 ● 鬼田知明　入会祝いのお礼。親睦委員の皆
さま、岡﨑委員長、ご迷惑をかけ申し訳ござ
いません。
 ● サロンイースト協力金として　いつもあり
がとうございます。
◇遅刻　１件

入会３年未満の会員のためのオリエンテーション
2019年10月22日㈫　於：司本店 ほか

10月23日

10月９日

総数
－6 55
－3 55

出席
36
35
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6
0

メイク
アップ HC出席率

65.45％

63.64％

出席率
87.76％

100％

7
17


