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桂浜たより  創刊号 
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

 

桂浜はやっぱり美しい－挨拶に代えて－ 

桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団） 

会長 永国雅彦 

 

 

桂浜はやっぱり美しい。 

桂浜への入り口テラス台地から一望した眺めは晴

雨にかかわらずそれぞれの景色を醸して美しい。 

桂浜に帰って１５年になるが、わがふるさと、生

地を誇りにも自慢にも思う。桂浜と龍馬そして水

族館はともに手を繋いで生きてきた。 

水族館は今年２０１６年創立８５周年を迎えた。

水族館の創立は龍馬像の建立とほぼ同じ時期であ

る。観光地桂浜があってこそ水族館も成り立ち、

また水族館が桂浜にあってこそ桂浜観光に光や色

を添える。桂浜イクオール水族館、この考えを基

に「桂浜を守り育てる会」（桂浜水族館応援団）が

できた。 

 

本会は昨年２０１５年１０月８日に発足した。

発起人としてお骨折り頂いた土佐高有志並びに趣

旨に賛同して入会頂いた会員の皆様に感謝し厚く

御礼を申し上げたい。 

今回ここに本会の会報「桂浜たより」創刊号が

できたことを大変うれしく思う。発行は年２回

（春・秋号）を予定している。また情報交換の場

としてインターネット（水族館ホームページでの

ブログなど）の利用法も予定している。 

さて桂浜観光について想うことの一端を述べて

みたい。 

“知的財産立県（案）”の提唱者である棚野正士

氏の言を借りれば、桂浜周辺こそ知的財産の宝庫

であり、天然の素晴らしい地形はもとより歴史、

文化的な財産も豊富である。 

浦戸の港、浦戸湾、浦戸城、長宗我部などなど

の文化的遺産、足跡を大切に保存し、また PR し

て、いわゆるよさこい観光の復活を目指すべきで

ある。 

桂浜は今も県下屈指の観光名所であることに変

わりはない。が、観光客も集客、行動形態、様式

は大きく変化してきた。いま桂浜観光に求められ

ているものは何か、欲しいものは何か。 

施設、駐車場、看板などのハード面の課題はさ

ておき、ソフト面では滞在型の観光地への復活が

是非必要である。 

 龍馬像を見て次に移

動する「２０分観光」

では全く申し訳なく情

けない。 

往時の浜辺の賑わい

はどこに行ったか。竜

宮祭や仲秋の名月の月

見を中心とした浜辺の

おきゃく。春、秋の遠

足のメッカ、夏の海水

浴場。ロマン溢れる浦

戸湾巡航船や阪神航路

船の入出航、浦戸の漁港、桂浜の長き住民として、

当時を知る者として感慨はひとしおである。 

桂浜復活の切り札として、浜辺の復活利用を提

案したい。即ち「桂浜の渚観光」を提案し、本会

の推進プロジェクトにしたい。 

桂浜の波打ち際にたたずみ、太平洋を眺め波に

遊ぶ時、これぞ“まことの至福の時が流れる”。 

また、沖の瀬をゆく漁船などの影はロマンを添

える。 

南国土佐の桂浜の暖かい光、きれいで豊かな海、

静かで豪快な波、松風の香り、残存する五色石の

浜辺、竜王、竜頭岬や松木に囲まれた弓形砂浜、

まさに風光明媚な渚である。この渚にたたずみ「な

ぎさパワー」のスポットとして桂浜を育てて行き

たい。 

なお、このプロジェクトに関しては、遊泳禁止、

津波対策、浜辺近寄り禁止警告などの行政令があ

り、その克服に叡智をしぼらなくてはならない。 

本会の努力、行動でこれが実現し発展することを

期したい。 

 ご支援、ご協力をお願いしてご挨拶に代えさせ

て頂きます。 
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祝 詞 
浦戸会 会長 徳廣利夫 

 

 

土佐の民謡「よさこい節」 に次の一節があります。 

”御畳瀬 （みませ） 見せましょ 浦戸を開けて 月の名所は桂浜 ハアヨサコイヨサコイ” 

浦戸は土佐湾中央部の内海、浦戸湾の入り口に

位置し、土佐中央部の内陸地域と外洋の結節点と

して古くから栄えた港町で、雄大な太平洋に面し

た桂浜公園は浦戸の中にあります。また浦戸はヨ

サコイ観光の根幹の地として位置づけられてきま

した。 

浦戸のひとたちは、生まれた時から月の名所桂

浜の波音を子守唄に、太平洋を見ながら桂浜の光

を浴びて浜の懐に抱かれて育ってきました。 

22 年前、関東で産声を上げた浦戸会は桂浜の懐

で生まれ育ち、浜を母として巣立った人たちの集

まりです。95 人の会員は職業も住む場所もそれぞ

れ違いますがみんな心は母である桂浜にあります。

 このたびの「桂浜を守り育てる会」（桂浜水族館

応援団）”の発足を心から慶ぶとともに創立 85 周

年の歴史を誇る桂浜水族館のますますのご繁栄を

念じています。 

 

桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）設立趣旨 

民謡よさこい節には次のフレーズがある。 

“御畳瀬（みませ）見せましょ 浦戸を開けて 月の名所は桂浜 ヨサコイヨサコイ” 

桂浜は高知県民、市民が幼いときから馴染んできた心のふるさとである。そこには明るい太陽の光があり、太平洋の

波があり、彫刻家本山白雲の傑作龍馬像があり、県立坂本龍馬記念館がある。坂本龍馬は高知が生んだ世界的人間遺産

である。 

また、本山氏、長宗我部氏が居城とした浦戸城跡がある。本城跡は土佐で初めて天守を構えた中世から近世城郭の要

件を持ち合わせた重要な史跡である。 

桂浜には桂浜水族館がある。桂浜水族館は１９３１年創立、初代館長は永国亀齢（ながくにきれい）。現館長は六代

目館長永国雅彦。１９５２年３月高知県登録博物館第１号となる。２０１３年公益社団法人認可。 

施設は桂浜公園の浜辺にあり、永きにわたり社会教育並びに観光施設として県市民に親しまれた桂浜のシンボル的存

在である。そこに生息する魚とその仲間たちはいわば市民、県民の心の友である。 

近年桂浜水族館は公益社団法人の認可を受け、また高知市による桂浜公園活性化のための再整備計画が着手されたこ

とを契機にその応援団を結成することとする。それにより、アジアで最も注目される知的な、「高知家」“おらんくの水

族館”にする。 

さらには、桂浜水族館を支援、応援することを通して、「桂浜の貴重な自然景観と歴史景観を活かした」桂浜公園を

活性化し高知観光文化資源を拡大する。 

桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）会則 

１．名 称 桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）という。 

２．事務所  この会は、高知市浦戸７７８ 桂浜水族館に置く。 

３．目 的 桂浜水族館の支援および桂浜公園の活性化に対する協力。 

４．事 業 

（１）桂浜水族館の財政的支援および広報・営業活動促進への協力 

（２）桂浜公園活性化に関する検討及び政策提言 

（３）その他目的達成に必要な事業 

５．役員の選任と種類 役員は会長指名とし、会長１名、副会長若干名、総務若干名、会計２名を置く。（別紙） 

６．会 費 年会費制とする。 個人 ３，０００円、法人１０，０００円 （会費は変更する場合がある） 

７．会計報告 毎年の年度末（３月３１日）とする。 

付 則 

（１）この会則は平成２７年１０月１日から実施する。 

（２）発足時の発起人は、土佐高校第３１回卒業生有志とする。 
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ある日の同窓会前夜祭 
―桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）はここから始まった―
 2008 年 10 月 26 日、土佐高校 31 回生同窓会が

高知であり、その前夜祭が月の名所桂浜の浜辺で

開かれた。企画したのは同級生の桂浜水族館館長

永国雅彦と浦戸会会長徳廣利夫である。水族館の

前の桂浜の砂浜にテーブルが用意され 27 人が集

まった。前夜祭では地元で獲れた新鮮な魚がふん

だんに出された。その中には、友人が前日に釣り

上げた 5kg の大鯛も提供された（同級生浜田一夫

所有の釣り船はまだ丸で釣った釣り師入野尚は、

ゴルフでホールインワンをするより難しいと話し

ていた）。料理は地元の婦人会が手作りで準備して

くれた。 

ボランティアでわたくしたちのために料理をし

てくれたご婦人達は“浦戸会”の元お嬢さん達で

ある。彼女達は料理の腕もすごいが、芸もすごい。

“花子一座”と称して踊り、歌い、芝居もやる。

その日は座長の花子さん（本名岡林真知子さん）

や日本舞踊坂東流の徳廣良子師匠を中心に惜しげ

もなく芸を披露してくれた。衣装やかつら、小道

具、簡易舞台も発想が豊かでアイディアに富んだ

手作りのものばかりである。波の音を聞きながら、

浜の風を膚に受けて最上の料理を味わい、至福の

芸を見て、わたくしたちは一夜を心の底から楽し

んだ。涙が出るほど楽しんだ。 

 これまで、わたくしは桂浜のキィワードは、“太

平洋と光、水族館、龍馬像”だと思っていた。 

しかし、その時もっと大切なキィワードがあるこ

とに気がついた。それは人をもてなそうとする暖

かい“おきゃく”の心である。 

 この思いが、２０１５年４月１日桜満開の日比

谷公園で開催された東京の同窓会（幹事・西村博

章）で“桂浜を守り水族館を応援しよう”という

動きになり、その後有志によって会の結成が検討

され、そこで作成された設立趣旨・会則案が２０

１５年１０月８日桂浜の山の上にある桂浜荘で太

平洋を見ながら開催された高知での同窓会（幹

事・安光保二）で承認され、「桂浜を守り育てる会

（桂浜水族館応援団）が発足した。 

（発起人・土佐高３１回生 棚野正士） 

 

【大鯛を見せる永国雅彦(左)と徳廣利夫(右)】 

 

竜宮祭 
 

 ２０１６年４月２４日（土）桂浜で竜宮祭が行

われた。乙姫さまやペンギンの行列、漁船のパレ

ード、あめ湯のサービスなどで観光客を楽しませ

た。この竜宮祭は龍馬祭の誕生もあり、近年影が

薄くなってきているが、浦戸地区自治会で懸命に

継続、復興発展を試みるイベントが行われている。 

 以前の竜宮祭は月見祭とならんで桂浜の二大イ

ベントであったが、毎年４月下旬～５月上旬（旧

暦３月１５日）に行われ桂浜は数万人の人で賑わ

った。（当日浜

は花見ならぬ

砂浜渚宴会場

と化し各家族、

団体で参加し

男女芸者衆も

入り乱れてヨ

サコイ節調の

酒宴（おきゃく）

を楽しんだ。 

この賑わいの様子は、かつて地元新聞に大きく

報道されていた。（永国雅彦） 

（注）竜宮祭：名勝桂浜の竜王岬（黒川英二の龍

王岬の歌がある）にある神社海津見（わだつみ）

神社の祭り。海を守り漁師、航海の安全をはかる。

神事は旧暦３月１５日。 
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桂浜水族館の歩みと初代館長

時は１９２８年５月。景勝地桂浜に坂本龍馬像

が建立された。桂浜はそれまで以上に人気を高め

ていた。その頃初代館長永国亀齢（ながくにきれ

い）は堺大浜の水族館をみて感動し、地元の友人

に働きかけて底引き網で獲れる土佐湾の種々の魚

を生かして見せる水族館と釣り堀を龍馬像が見つ

める桂浜の浜辺に開設開館した。龍馬像に遅れる

こと３年、１９３１年４月のことである 

それから６年後の１９３７年３月土讃線開通記

念の第一回南国土佐大博覧会が開かれ、これを機

に本格的な水族館を建設した。 

当時、この博覧会を目当てに、対岸の種崎でも

水族館を建設中で、高知県の財界や有力新聞が後

押ししていた。孤軍奮闘の初代館長はそれに負け

ない設備を五台山の山中でこっそり作って桂浜に

舟で運び一夜にして建て上げたといわれている。

その迅速で見事な成果は地元民の喝采を受け、秀

吉の清洲城構築戦法ともいわれた。 

また当時底引き漁法で財をなしていた初代館長

は、この時浦戸城址の山頂に（現龍馬記念館の北

側）展望台を建設。浦戸湾を巡航船（当時の交通

機関）で来る観光客に「水族館は桂浜！！」と拡

声器で呼びかけ、種崎や他方面の客を桂浜にごっ

ぽり吸い込んだ。 

なお、この年の竜宮祭の日には詩人野口雨情を

招待し、雨情は詩を残している。（写真参照） 

その後の水族館は、戦中戦後の営業を経て１９

５２年に法人組織、社団法人桂浜水族館になり高

知県の博物館第一号に指定される。 

１９５４年には魚類の他、アシカなど海獣類の

飼育展示を開始。１９８４年には全面建て替えリ

ニューアルし再スタートした。最近公益社団法人

の認可を得た。今年（２０１６）創業８５周年を

迎え記念行事を展開。浜辺の小さなファミリー水

族館で、ふれあい展示を特色としている。（展示物 

２１０種、６５００点の生き物） 
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桂浜水族館祝賀会と記念行事 
２０１６年創立８５周年を迎えた桂浜水族館は

4 月 16 日（土）祝賀会と記念行事を行った。 

祝賀会は高知市の三翠園で２５０人を超える出

席者で盛大に行われた。 

発起人代表 青木章泰氏（高知商工会議所会頭）

はじめ各界の来賓の挨拶に続き、石橋敏章下関水

族館館長（日本動物園水族館協会理事）の乾杯の

音頭でスタートした。 

主催者を代表して永国雅彦桂浜水族館館長は次

の趣旨の挨拶をした。 

「桂浜水族館は龍馬像とともに８５年間桂浜を

見続けてきた。こんにちここにあることを誇りに、

うれしく思う。これもあれも、県市民や地域地元

の皆さまがたの暖かいご支援の賜物である。 

１００周年めざし、さらに充実、進化して、時

代に即した新生“おらんくの水族館”を構築して

いきたい。」 

また本席で神戸市立須磨海浜水族館との姉妹提

携の調印式も行われ祝賀会に華を添えた。（高知新

聞記事、写真参照） 

小さな浜辺の水族館が、明日に向けて、１００

周年に向けて、けな気に、しかも力強く歩み、す

すむことを願い歓談はながく続いた。 

また記念行事は燦々と陽光輝く水族館プールサ

イドで行われた。 

新入り「トド」の命名式、お披露目ショーや「ス

マスイ」（須磨水族館）との姉妹提携の紹介などラ

ジオの生中継を交えて大勢の招待客や一般観光客

とともに楽しんだ。 

（高知新聞記事写真参照）
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２０１５年度収支報告 

（２０１５年１０月８日―２０１６年３月３１日） 

収入 会費（個人） ２７７，０００円 

 会費（団体） ２０，０００円 

 利子 ２円 

 計 ２９７，００２円 

 

支出 口座手数料 ３，２５０円 

 通信費 ２０，６６４円 

 会員証カード ６，０００円 

 計 ２９，９１４円 

 次期繰越金 ２６７，０８８円 

 

役員人事 

第１期（２０１５年度）総会で次の役員人事が承認

された。 

理事 永国雅彦（会長）、棚野正士（関東支部長）、

戸田善久、徳廣利夫、安岡莞児、西村博章、山本

雅彦、安光保二、安光紀保子、奴田原 訂、 

菅野美智子、島田 妙、土居 徹、山本裕滋（高

知支部長）、小串康友、窪田秀忠（順不同） 

監事 竹内銑郎、和田 彪 

 

「桂浜を守り育てる会」は２０１５年１０月８日

高知の桂浜荘で開かれた土佐高３１回生同窓会で

正規に発足した。写真はその時のもので、いわば

「桂浜と桂浜水族館を愛しちゅう仲間たち」であ

る。 
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