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領主と領民⑶

阿南市の鎌倉時代から室町時代末
期までの領主のほとんどが阿波国人
外、つまり「占領軍」であった。禄
高もだいたい百貫から二百貫程度の
小領主で、独立して行動することは
まずない。上級の領主（守護等）の
命令によって動き、近接する小領主
たちと連合して行動することが多
かった。
たとえば、天正十年土佐の長宗我
部元親が海部から阿波へ侵略してく
ると、ほとんど抵抗らしい抵抗をせ
ずに臣従、多くの領主は三好氏との
合戦に駆り出された。多くの者は天
正十年八月二十七日の中富川（藍住
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町）の戦いで戦死している。
領主といっても禄高は少ないため
子飼いの家来も少ない。いざ戦さと
なると領民、ほとんど百姓であるが
それらを足軽、人夫として徴発。多
くが討死あるいは怪我をしている。
しかし、生活の保障はなく遺族たち
は生活に困窮した。
富岡周辺の城（塁・砦）
大井塁（服部塁）大井町、服部氏、
八十貫（一説に百二十貫）。
大井館 大井町、福良氏。
かし やま
加茂塁（櫧山城）加茂氏（阿瀬川
氏・湯浅氏）百貫。
吉井塁 吉井町、吉井氏（阿瀬川
氏の一族）百貫。
上 大 野 塁 上 大 野 町、 仁 木 氏、
百五十貫。
中大野塁 中大野町、仁木氏。
竹原塁（五ケ庄城・五箇庄城）下
大野町、竹原氏（一名大野氏）。
岡塁 上中町、岡氏。
本庄塁 長生町、本庄氏（清原氏）、
百貫。
西潟（湯）塁 長生町、東条氏、
二百貫。
宮内塁 長生町、宮内氏（秋元氏）、
百貫。
今市塁 宝田町、宇奈瀬氏、百五
十貫。
井関谷塁 宝田町、猪防氏。
牛岐城 富岡町、安宅氏、周参見
氏（新開氏）、三百貫。
土井宅跡 才見町、土井氏。
大潟塁 大潟町、四宮氏。
桑野塁（栗栖城）桑野町、東条氏。
高瀬寺塁（桑野塁）桑野町、桑野
氏（佐藤氏）、二百貫。
佐渡守塁 桑野町、東条氏。
畑山塁 桑野町、桑野氏。
山口塁 山口町か、由岐氏。
古津塁（平島塁）那賀川町、藤原
氏（足利氏）。
今津塁 那賀川町、平井氏。
中庄塁（湯浅城）羽ノ浦町、湯浅氏。
岩脇塁 羽ノ浦町、三枝氏（尾蘇
氏）。
狭い土地に三十近い城（塁）がひ
しめいている。
豊臣秀吉の太閣検地によって貫高
（銭）制が石高（米）制に代わったが、
一貫を三石あるいは五石くらいとの
説が有力だが、はっきりしたことは
分かっていない。

西潟城跡
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デジタルプラネタリウム
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日時 毎週土・日曜日の午後１時 分
～、３時～の２回
内容「今夜の星空と宇宙の広がりのお
話」
当日の星空をご案内した後、最新の
データを基に作られたコンピューター
グラフィックスを駆使して、皆さんを
宇宙旅行にお連れします。
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科学の広場
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遊びながら科学を学べる子ども向け
の催しです。
日時 ２月 日㈷ 午前 時 分～、
午後１時 分～の２回
内容 「マグネットで魚釣り」
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おもしろ実験
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日時 土・日曜日の午前 時～、午後
２時 分～の２回
※内容等は、お問い合わせください。

問い合わせは 科学センター
（☎ ‐１６００）へ
２ 月の休館日
４日㈪、 日㈫、 日㈪、 日㈪
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■ 一青

窈 ＴＯＵＲ（ツアー）２０１３
「一挨一拶」

「もらい泣き」や「ハナミズキ」
など数々のヒット曲をリリースした
一青 窈の全国ツアーを阿南市で
開催します。
日時 ２月23日㈯
18：00開演（17：30開場）
場所 市民会館 大ホール
問い合わせは 市民会館（☎22‐7000）へ

ホワイエコンサート
「こどもたちのための音楽会」

■ 夢ホール

日時 2月16日㈯ 14：00開演
場所 夢ホール ホワイエ
入場料 500円（ワンドリンク付き）
仲良しチケット※前売りのみ（2人以上20％割引、5
人以上40％割引）
出演 井手端 聡（クラリネット）、久米 見奈子（マリンバ）、
西川 真央（ピアノ）
曲目 動物の謝肉祭、「となりのトトロ」メドレー、
夢をかなえてドラえもん
チケット販売場所 文化会館
問い合わせは 文化会館（☎21‐0808）へ

■ 明治大学マンドリン倶楽部演奏会
３月５日㈫
18：30開演（18：00開場）
場所 コスモホール
（情報文化センター）
ゲスト 麻丘めぐみ
演奏曲目 ジムノベディ１番、カルメン組曲、
影を慕いて、ポーリュシカポーレほか
入場料 2,500円（全席自由）
※当日は500円増しで、
未就学児は入場できません。
チケット販売場所 情報文化センター、文化会館、
市民会館、小松島ミリカホール、平惣書店
問い合わせは 情報文化センター（☎44‐5000）へ
日時

■ ＮＨＫラジオ「ラジオ深夜便のつどい」

公開録音

http://ananscience.jp/science/
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観覧者募集について

日 時 ３月２日㈯ 13：30開演（13：00開場）
場 所 夢ホール（文化会館） 入場料 無料
出演者 第１部「明日へのことば」講演会
講師 浜内千波（料理研究家）
第２部「アンカーを囲むつどい」
アンカー：明石 勇、石澤典夫
申込締切日 ２月12日㈫ 必着
※申込方法などくわしくは NHK 徳島放送局ホーム
ページ「イベント情報」をご覧ください。
問い合わせは NHK徳島放送局（☎088‐626‐5996）
または文化会館（☎21‐0808）へ

■ 劇団四季ミュージカル 「ガンバの大冒険」
日時 ２月17日㈰
19：00開演（18：30開場）
場所 コスモホール（情報文化センター）
問い合わせは 情報文化センター（☎44‐5000）へ

■ PARTY GROOVE！～阿南ダンスフェスティバル～

ワークショップと出演者募集

■ワークショップ
日時 ３月９日㈯
•入門コース（初めてのヒップホップダンス）
13：30～15：00 参加費1,000円（保険料含む）
•初級コース（経験者）
15：30～17：00 参加費2,500円（保険料含む）
場所 夢ホール（文化会館） 視聴覚室
参加資格 小学３年生以上
定員 各コース50人（申込順）
講師 ＳＡＫＵ
申込方法
３月５日㈫までに電子メールで、「①名前②年齢
③コース名④電話番号⑤住所」
をお送りください。
メールアドレス bunka@city.anan.tokushima.jp
■ダンスフェスティバル出演者募集
日時 3月10日㈰ 14：00開演
場所 夢ホール（文化会館）
定員 16チーム（申込順）
申込方法
「①チーム名②代表者の氏名、電話番号、住所③
メンバー全員の氏名、ダンス名④ジャンル⑤音源
（CD）
」
を文化会館へ提出してください。
（郵送可）
参加費 1人4,000円（入場チケット4枚付き）
申込締切日 2月24日㈰
ゲスト ＤＯＮＵＴＳ、ＳＷＡＧＧＥＲＺ
申込み・問い合わせは
〒774-0030 阿南市富岡町西池田135番地1
文化会館（☎21‐0808）へ
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