浅

良

幸

左上へ続く

る。しかし、多くは支配権を自分の手に
残し、名目上の庄園主（領家）には一定
の年貢を納めた。そうすることによって
国司・郡司からの介入を拒み、自らの利
益を保持した。
しかし、領家がこの庄園の保護を十分
に出来ない時、さらに上級の権門勢家
（本家）に庄園を寄進し、自らは一定の
収益を確保した。そのため天皇家や摂関
家に庄園が集中した。十二世紀には伊賀、
紀伊、和泉などその八、九割が庄園化さ
たとえば、後白河法皇の設置した長講

あん ず しき

ず

じょうしゅん

し しき

右庄官のうち下司職は預所を上司と
呼ぶのに対し、現地の庄官を下司と言
みょうしゅ

在地の有力な名主が任命されること

った。
が多く、ほとんど武士化し、世襲され

↑

↑

阿南市の文化財
湯

阿南市文化財保護 審 議 会
会長

庄（荘）園の変遷
成立から崩壊まで
天平十五（七四三）年「墾田永世私

堂領のごときは応永十四（一四〇七）年

れた。

た。初期は「自墾地系庄園」と呼ばれ

には全国で百十二庄を数えた。那賀山庄

財法」が実施されてから庄園が起こっ
るように庄園主が自ら開墾し管理する
もその一つである。

ちょうこう

のが一般的であった。開墾に従事する

はじめ庄園主は年貢の取得のみだった

どうりょう

のは公民であり庄園主とは雇傭関係を
結んでいた。しかし、律令制のゆるみ

び

が、十一世紀頃には雑役（公事）の免除
を求め、十二世紀には国司・郡司・検非

け

とともに庄園経営はゆるみをみせてき
た。

しき

違使、さらには鎌倉幕府の守護の介入を

預所職は雑掌職、代官職とも言われ

職、案主職、図師職等がある。

ところが、十世紀頃になると国司・

も拒否するようになった。しかし、鎌倉

牛牧庄雑掌定舜、大野本庄雑掌祥能、

し

郡司の収奪を免れるため、中央の権門

幕府が力をつけてくると守護・地頭の介

櫛渕庄預所紀左衛門尉資村などが知ら

い

勢家に寄進する者が増えてきた。これ

入が強くなり、庄園の管理を委ねたり庄

ざっしょうしき

が「寄進系庄園」と呼ばれるものであ

れている。

いっぱん

一方、太政官は国家財政の収入減少に

を得なくなった。

園を分割してその一半を地頭に渡さざる

其の

よって国家経営に著しく支障をきたすよ
うになったため、しばしば庄園整理を行
ったが、実効は少なかった。

るようになった。公文職は下司に属し
実務に当たった。在地の名主が任命さ
れることが多かった。

科 学
セ ン タ ー

４月１日から
各催しの開始時間が
変わります

午後１時

午前

時〜、午後２時

分〜、３時〜の２回
午前

時

分〜、

４月

午後７時〜９時
デジカメをお持ちで基本操作ができ

日㈰

日時

事前に電話でお申し込みくださ

人

４年生以上の小学生を対象に、年間
程度の科学工作などを行います。

学校を通じて配布される参加申

２千円（材料費）

〒７７９

日㈪

那賀川町上福井南川渕８
科学センター

日㈪、

１６００）へ
２日㈪、９日㈪、

４月の休館日

（☎

番地１

１２４３

申込み・問い合わせは

年会費

多数の場合は抽選）

で持参または郵送してください。（希望者

込書に必要事項を記入して科学センターま

参加方法

回

大人３００円、高校生２５０円、

阿南市少年少女発明クラブ
平成 年度クラブ員募集

小・中学生２００円

参加料

定員

申し込みできます。

い。科学センターのホームページからもお

参加方法

る小学生以上

対象

つ惑星、土星を撮影していただきます。

お持ちのデジカメを使って、リングを持

第１回かんたん天体写真教室
「デジカメで土星を撮ろう」

りです。

※科学の広場と夜間天体観望会は従来どお

午後３時〜の２回

土・日曜日を除く祝日

昼間の星の観望会（有料・悪天候中止）

間の平日

毎週土・日曜日、夏休みなど長期休業期

デジタルプラネタリウム（無料）

平日は午後２時

分〜のみ）

分〜の２回（夏休みなど長期休業期間の

毎週土・日曜日

おもしろ科学実験（無料）

ホームページアドレス http://www.ananscience.jp/science/
12

日時

参考「阿南市史」第一巻

（終わり）

30

−

結局、豊臣秀吉の天下取りに伴う検地

く もん

10
23

の実施によって庄園は崩壊した。
庄園の管理
し しき

11

日時 10月14日㈰・21日㈰ 10:00〜、14:00〜
場所 夢ホール 舞台（平台は設置しない）
内容 ピアノを主にしたアンサンブル(合唱含む)
使用時間 １組２時間（貸切）
無料
応募資格 代表者が阿南市在住の方
当選組数 ４組（1日２組限定）

庄園の管理に当たったのは庄官である。
げ

30

16

■文化会館・夢ホール「夢企画」のご案内

阿南
ふるさと
探訪

あずかりどころしき

20

世界三大ピアノの一台であるスタインウェイピアノを
夢舞台で演奏できる「夢企画」。ぜひ、あなたの手でス
タインウェイの感触を感じてみませんか。
庄官には地頭職、預所職、下司職、公文

29

18
広報
19 広報

30

24

42
−

平成25年3月31日㈰までの夢ホール未使用日
9:00〜17:00
場所 夢ホール 楽屋２室
使用料 30,000円（ピアノ・照明・音響・冷暖房・
その他付属設備一式を含む）
応募資格 市内で個人ピアノ教室を開いている方
当選教室数 ３教室
牛岐城趾公園（富岡城跡）

20

スタインウェイでピアノ発表会をしてみませんか！
夢企画 3

ピアノを主としたアンサンブル（合唱含む）
を演奏してみませんか！
夢企画 2

無料
日時 ７月21日㈯・22日㈰ 9:30〜16:30
場所 夢ホール 舞台
使用時間 １人１時間（貸切）
応募資格 市内在住または在勤している方
当選人数 １日５人（合計10人）
出品を希望される方は、ご準備ください。
開催日 ５月４日㈷〜６日㈰
場所 文化会館
出品資格 市内在住または出身者および本市と関係の深
い方で阿南市美術協会の会員
※小・中学生は出品することはできません。
作品規格
日本画 ６号から50号までで額装または表装
洋画 ８号から50号までで額装
書道 聯落以下(表装または軸仕立て、縦横自由)
写真 半切から全紙まででフスマ張り
彫塑・工芸・デザイン 横1.5ｍ×縦1.5ｍまで
※額装には、ガラスを用いないこと。
※規格以外の作品は受付・展示できません。
出品点数 １人につき１部門あたり２点まで可
会費・出品料 美術協会年会費1,500円（初めて出品さ
れる方、３年以上出品されていない方は、美術協会入会
金1,000円が必要。
）出品料は１点につき500円。
作品の受付・搬入 ４月30日㈷ 9:30〜12:00
文化会館２階 研修室
※この日以外は受付できません。
問い合わせは 文化振興課（☎22−1798）へ

夢舞台で１時間ピアノを弾いてみませんか！
夢企画 1

■阿南市美術展への出品作品を募集します

あなんカルチャー
●夢企画１〜３の共通事項
使用ピアノ ニューヨーク製スタインウェイ
応募方法 往復はがき（これ以外は無効）に希望する
夢企画番号、住所、氏名、電話番号を記入のうえ、文
化会館へお申し込みください。なお、応募は各企画お
１人（組）様１枚です。複数の応募不可。
応募締切 夢企画１、夢企画３ … ５月31日㈭
夢企画２ … 7月31日㈫
※当日消印有効
当選者発表 返信用はがきの発送をもって発表としま
す。応募多数の場合は抽選により決定します。当選者
の方とは、後日、日程等の打ち合わせを行います。
※くわしくは、市ホームページ「阿南市文化会館」を
ご覧ください。
問い合わせは 文化会館（☎21−0808）へ
73

右下からの続き

