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桂浜たより第五号
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

ハマスイからのご挨拶
桂浜水族館一同

創立から 87 年目ですが 私たちスタッフは 新生のハマスイで 楽しく活動しています。

よろしくご支援、ご指導をお願いします。

ハマスイ（桂浜水族館）たより

・ハマスイ ツイッターが爆裂現象

ＧＷ明けからハマスイ公式ツイッターのフォロ

ワー数が激増している。

さて今回は爆発的な拡散をみせたツイッター事

件を紹介します。

創立 85 周年を契機に「なんか変わるで桂浜水族

館」をモットーに揚げ SNS の活用を開始、

スタッフ全員による粘り強い、コンスタントな努

力でじわじわとその効果を上げ、人気を集めていた。

２月某日、節分イベントにスタッフ扮する鬼が登場。

その鬼のまるで媚びないメイクと演出に、館内客は

騒然とした。来館者が撮った写真はツイッターに投

稿され、ツイートは瞬く間に拡散され、「変わった

水族館」としてネット上で話題となった！
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““「地元の水族館が 2 年ほど前から様子がおか

しい””と地元フォロワーが「月曜から夜ふかし」

の番組にネタを投稿した。これによりハマスイス

タッフは同番組に出演の縁を得た。

番組では一風変わったマスコットキャラクター

や、異様な館内、珍妙な飼育員などが取り上げら

れ、世間を騒がせた。““水族館なのに魚よりスタ

ッフの方が面白い””放映後のツイートフォロワー

数も更に増して人気を集めていた。

その後ツイッター公式アカウントが投下したツ

イートがまたも世間を騒がせた！ それは来館を

切願する飼育員の意表を突く写真だった。

ハマスイに現れた赤鬼 節分

投稿はネットニュースにもなり、さまざまなメ

ディアに取り上げられ、それまで 6 千人だったフ

ォロワー数は一気に 2 万 3 千人を超える勢いとな

った。PR 写真は全世界へ拡散された。この夏の来

館者も爆発的に伸びるのか？？楽しみにしている

次第です。

・浦戸小学校が新聞コン入賞、ハマスイに報告

「学校新聞づくりコンクール」で、高知新聞社

長賞に輝いた高知市浦戸の浦戸小学校の１,２年

生６人が取材先の桂浜水族館に受賞を報告。取材

に応じてくれた飼育員らに感謝を伝えられた。

県内小中学生の応募作品 5710 点の中での受賞

でしたが、ウミガメやアカメなどの生き物や飼育

員の仕事振りを紹介してくれました。水族館も大

いに PR していただき感謝しています。

報告に訪れた浦戸小の児童たち

・龍馬・おりょう 愛活パーティー
（主催：浦戸まちづくり連携協議会、共催桂浜水族館）

５月２６日（日）夕刻から桂浜浜辺で桂浜水族

館の協力を得て愛活パーティーが開かれた。

愛活パーティーin 桂浜

浦戸地域の未婚の男性を相手に応募した女性た

ちが愛の交流で火花をちらし、浦戸コミュニティ

ー楽団、世界的ウクレレ演奏のキャスさん、そし

て、バリダンス、ハニ＆ユリさんの演奏や踊りの

もとで、活気ある楽しい夕べを過ごした。
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・おトドちゃん きぐるみ登場
GW に待望のマスコット「オトドチャン」が誕生

しハマスイイベントに華を添えることになった。

館内出現も不定期でこれがまた出会いの期待感を

煽っている。

・動物たちの動き
ペンギンさんは海外へ、アシカのエルちゃんは

嫁入り。２月にフンボルトペンギン６羽をミャン

マーのネピドーに搬出した。5 月には東山動物園

からアシカのエルちゃんが来館。容姿淡麗で賢く

大きな期待をもってかわいがられています。

身目麗しいエルちゃん

桂浜たより

平成 30 年上半期における桂浜に関する主な話

題を挙げてみると

１ ゆく年くる年 カウントダウン

大晦日カウントダウンが桂浜公園の「りょうま

像広場」で開催されました。

また今年は恒例の NHK「ゆく年くる年」の報道

が桂浜から放映され新年早々から桂浜 PR には縁

起のよいスタートとなった。

２ 坂本龍馬記念館のリニューアル開館
体験型展示へと変貌した従来の本館に加え、本格

的な博物館

の新館が登

場し「志国高

知幕末維新

博」のメイン

会場として

本年 4 月 21

日にグラン

ドオープン

した。これに

より桂浜観

光の強力な

推進力が期

待されてい

る。

りょうま像とカウントダウン

３ イベント関係

・竜宮祭（主催 浦戸町内会連合会）

恒例の竜宮祭（桂浜竜王岬にある海津見神社祭）

が5月6日（日）に催された。

地元の児童による竜宮パレードをはじめ、漁船パ

レード、大漁旗振り、あめゆ接待などイベントで地

元桂浜文化の復活、普及に努めている。

・どろんこ祭り（主催 どろんこまつり実行委員会）

地元長浜地区の歴史あるお祭りで、今年も桂浜で、

善男が善女に追っかけられ「清めのどろ」を塗られ

た。水族館前で踊りも披露され賑わいに色を染めた。

・浦戸城天守閣址の清掃（主催 長宗我部顕彰会）

浦戸城天守閣（展望やぐら）の再建を夢見て天守閣

跡地周辺の森林の伐採や清掃を数回に分けて行った。

４ 桂浜公園の整備計画について（高知市）

平成28年 10月に基本計画が策定されたが、その

後、整備手法や運営管理について検討され、その報

告書が本年3月に出された。

公園全体の管理、運営や施設のテナントについては

民間事業者の参画を図り身丈に合った、そして段階的

な投資で整備を実施してゆく。また整備後は公園事業

者、宿泊事業者、坂本龍馬記念館、桂浜水族館その他

の団体でエリアマネジメント組織を検討する。

事業化スケジュールは２０２１年度に新しい施設

のオープンを目指す。その間で事業者の公募、選定

を行い民間、公共施設の設計、施工およびエリアマ

ネジメント組織運営の実施を図る。

（高知市ホームページから）
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再び大海原へ出航―坂本龍馬記念館リニューアルオープン―

高知県立坂本龍馬記念館                         

館長 髙松 清之

昨年 4 月からの一年余の休館期間を経て、高知県立坂本龍馬記念館が 4 月 21 日にリニューアルオープン

しました。

全国の龍馬ファンの皆様からの募金をもとに、

長宗我部氏ゆかりの浦戸城跡に本館を建設し、平

成 3 年 11 月 15 日に、記念館の歴史の扉を押し開

けていただいた土佐の青年組織 12 団体、約 1300

人から成る「龍馬生誕 150 年記念事業実行委員会

（委員長：澤村 拓夫氏）」の皆様や、この度のリ

ニューアルに取り組んでいただいた関係者の皆様

に、心から感謝を申し上げます。

今回のリニューアルにより、記念館は、本館と

新館二つの建物が 2 階の渡り廊下でつながる施設

として姿を表わしました。

大海原に向けて再び船出した記念館を訪れた

方々からは、「二つの建物の個性的な外観はもちろ

んのこと、それぞれの館での展示内容のコントラ

ストが面白かった。一層見応えある記念館に成長

しましたね」とのお声をお寄せいただいています。

また、リニューアルに携わった建築家の方から

は、本格的な博物館仕様の新館のイメージが「静」

なら、内部を一新した本館のイメージは「動」。ま

た、重厚なデザインの新館が「閉」なら、ガラス

張りの本館は「開」のイメージで、このように対

極的な建物が一つになった文化施設は世界でも余

り例がないとのお話をいただいています。

そして、このことは、皆様にご覧いただく両館

での「展示内容」の違いにも表れています。

「龍馬と心通わす」をテーマとする新館の 3 つ

の展示室では、温度や湿度のコントロールはもと

より、塩害対策や遮光対策などを万全に施すこと

によって、これまでの記念館では展示したくても

できなかった重要文化財などの貴重な史料も全国

各地の博物館や資料館などからお借りしてくるこ

とができるようになりました。今後は、より多く

新装の坂本龍馬記念館（手前本館、後側新館）
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の「本物」の史料を通じて龍馬の実像を学び、幕

末維新の歴史の醍醐味をさらに深く感じていただけ

る機会を大きく増やしていきたいと考えています。

リニューアルオープン後の企画展第一弾「土佐

に遺された龍馬の『志』―国家之御為日夜尽力罷

在候―」（7 月 9日まで開催）では、高知県内で所

蔵されている龍馬真筆の書簡 22 点のうち 16 点を

一堂に集め、また昨年新たに発見され大きな話題

となった、いわゆる「新国家の手紙（慶応 3 年 11

月 10 日付け、福井藩重臣の中根雪江宛）」を加え

て御覧いただいていますが、こうした貴重な史料

を提供いただき、展示できるのも、博物館仕様の

新館があってこそ実現できたものです。また、こ

れまでの 2 倍近くの広さとなった常設展示室では、

長年多くのご来館者の方々からいただいてきた

「龍馬の足跡を時代を追って観覧できれば・・・」

とのご要望に応えることができるようになりました。

一方、改修に伴って展示を一新した本館では、

「龍馬と遊ぶ」をテーマに、子供達や歴史が苦手

だとおっしゃる方々にも、楽しみながら龍馬と幕

末維新の歴史を知っていただけるよう、イラスト

や映像、ナレーションなどを駆使した展示として

います。様々なキャラクターのフィギュア制作で

有名な「海洋堂」さんに造っていただいた等身大

の可愛い（？）龍馬と並んで写真が撮れるスポッ

トや、薩長同盟の成り立ちを西郷隆盛と木戸孝允

のバーチャル対談を交えてご紹介する芝居小屋を

模したコーナーなどを配した 2 階の「幕末広場」

本館（幕末広場）

が、人気の見所となっています。

また、地下 2 階の「幕末写真館」では、龍馬が

出会った人達や幕末から維新にかけて活躍した人

物などの写真 128 枚を展示しています。書物に描

かれてきた人物像や皆様がお持ちのイメージが、

写真に写し取られた姿と符合するのかどうか、じ

っくりとお確かめいただけると思います。

平成 3 年の最初の船出以来、延べ 393 万人を超

える方々にご来館いただいてきた記念館では、間

もなく 400万人目のお客様をお迎えすることとな

ります。

今回の施設の一新を契機に、「坂本龍馬に関する

資料を収集・展示し、近代日本の黎明に生涯を捧

げた龍馬の業績を顕彰する」という記念館の使命

を片時も忘れることなく、資料の調査・研究を深

め、魅力ある史料の収集・展示に取り組んで参り

ます。また、県内でも有数の観光地「桂浜」に位

置する観光文化施設として、龍馬ファンはもとよ

り高知を訪れる皆様に、これまで以上に親しんで

いただき、愛される記念館となり、地域の賑わい

に貢献できるよう、職員一同「日夜尽力」して参

りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

脊椎動物「進化」のお話

５ 言語の獲得
ヒトは直立二足歩行することで、口腔と気管・

食道とが直角方向に位置するようになりました。

そのため咽頭は広がり、喉頭（蓋）の位置が下が

り、嚥下と呼吸の経路が交差することになり、こ

の二つの行為を同時に行えなくなりました（ヒト

以外の哺乳類は嚥下と呼吸を同時に行うことが出

来ます）。嚥下と呼吸を個々に行うためには口咽、

喉頭の周囲の筋肉を高度に制御する必要が生じ、

これを担う脳神経が発達した結果、多様な発声・

発音が可能となり、言葉によるコミュニケーショ

ンが始まりました。けれども同時に、咽頭や喉頭

部の構造は、嚥下障害や誤嚥性肺炎を引き起こし

やすい状況にもなってしまいました。赤ちゃんは

母乳の吸引と呼吸を同時に行うことが出来ますが

言葉を発することは出来ません。この時期の赤ち

ゃんでは未だ喉頭が下降していないためです。ヒ

トは直立二足歩行で手が自由となり、ものを運ぶ

こと、ものを作ることが上手になり現在の生物学

的な地位を得るに至ったと言われますが、多様で

巧みな発声・発音による言葉を獲得したことが知

的発達に繋がり、やがてこれが文字の発明につな

がります。                 

                  戸田善久

（土佐高３１回生）
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浦戸湾観光プロジェクトについて
永国 雅彦

地元高知新聞「声のひろば」の最近版で「浦戸湾

に電車を」、そして「県都の都市計画を」の記事をみ

て胸が躍った。レトロな電車を浦戸湾に延長し観光

と地域活性につなげる。実現性は疑問だが夢を呼ぶ。

また「県都の都市計画」は浦戸湾、高知城、など過

去の場当たり的開発を反省し、観光資源の豊富な浦

戸湾などの計画的な開発の必要性を説いたものだ。

また、「まちつくり」運動では、「長浜、御畳瀬、浦

戸地域活性化協議会」が発足して、地域おこしに取り

組んでいます。その中で、黒笹慈幾氏（高知大学特任

教授）の講演内容が高知新聞に紹介されました。

浦戸湾周辺はまるで「江戸前」のような所で昔な

がらの物を文化に高めた観光資源があり、その自然

と歴史の再評価を強調され、そしてその情報発信を

地域一帯で取り組む必要性を訴えられた。浦戸湾の

特質をとらえた観光提案はさすがで、地域おこしの

プロの視点に感心、感激したものです。

筆者も「ヨサコイ観光」と称し、高知県のアンケ

ートに投稿（桂浜たより第 2 号参照）した経緯があ

り浦戸湾観光には強い関心があります。

地域おこしと、観光を結び付けた「浦戸湾観光プ

ロジェクト」の立ち上げは今こそ絶好の機会であり、

今を逃してはあとがありません。

観光立国、観光立県、というならば、高知県の活

性化と観光の主要、重要テーマにこの「浦戸湾観光」

を公式に位置づける運動展開をして行かねばなりま

せん。

＊浦戸湾観光(開発)の基本的な考え

浦戸湾観光について筆者のつたない意見を述べま

す。ひとことで言えば「ヨサコイ観光」でハリマヤ

橋から浦戸湾を経て、御畳瀬、浦戸、桂浜に至る湾

内の風物文化を観光に活かすことであります。

開発指針の基本は
１ 自然環境の保全は絶対条件。

１ 「水と舟の浦戸湾」を特色とする。

１ 湾内の交通は巡行船（遊覧船）を活かす。

１ 観光種目は「よさこい文化」と海上レジャー、

スポーツ。

１ 開発規模は身丈に合った規模、機能。

以上の各項目について補足説明

（１）自然環境の保全

過去の大プロジェクトとしては、湾内埋め立て工

事（仁井田地区）、高知新港工事があり、また事件と

してはコンクリート埋め込み事件などが自然環境へ

大きな影響を及ぼしてきた。今後地震津波対策工事

は優先すべきであるが、産業・商業的開発ではなく、

自然環境を活かした観光開発に限定すべき。

（１）主な工事内容としては

湾内の水質、水流の改善工事（含む流域河川）、浦

戸湾岸部の道路や港の整備。

（１）巡行船(遊覧船)

ハリマヤ橋（堀川）－浦戸の巡行船を復活し浦戸

港、御畳瀬港、種崎海岸の活性化と桂浜観光交通の

混雑緩和を図る。必要に応じ各種遊覧船を運行する。

（１）よさこい文化

浦戸漁港、みませ漁港の賑わいの復活。

港の駅として、海産、園芸市場、食の街を展開。

浦戸湾風物詩 さかな釣り、釣り大会、風景鑑賞、

遊覧宴会。

（１）レジャー

・海上スポーツ ヨット、ボート、など競技施設。

・海の公園施設  釣り堀、活魚レストラン、マリ

ン遊戯、プール、飛込台、舟遊びなど。

・イベント 花火、トライアスロン、ドロン競技。

（１）規模、機能

南国土佐の特色を持った観光地でレトロ感、ゆとり

感の有る、また身丈に合った規模、機能を志し、現代

技術を駆使して、新しい型の海上観光地を目指す。

うらど港駅の夢

浦戸港は浦戸湾の入り口にあり御畳瀬、長浜、そ

して種崎地域が周囲を取り巻いている。

そして、本誌「桂浜たより」に連載された＜浦戸

の歴史と文化＞（中城正尭氏執筆）にもその歴史、

文化の意義や近代浦戸観光の“自然、史跡、未来”

が語られている。

このたび浦戸港の盛況の夢を見ました。その一幕

を紹介しますが、夢ではなく現実化することと信じ

ています。

浦戸港はかっての賑わいを取り戻した。嘗ては漁

業の港で名をはせたが、今は港駅として観光で人気

を博している。観光ルートは、浦戸湾内観光と浦戸

港と桂浜を結ぶ所謂「ヨサコイ観光」である。

屋形船と帆船。浦戸湾入口、種崎。昭和初期（出典 文葉堂）

観光客は定期遊覧船で湾内観光を愉しみつつ御畳

瀬港などを経て浦戸の駅に着き、当地独特の魚や園
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芸食材を求め、地元料理に舌鼓を打ち、酒と色気文

化を交え、狂わんばかりの盛況ぶりである。

浦戸桟橋の巡行船 昭和初期（出典 高知新聞社）

利用客が多くなったのは桂浜公園と浦戸港を結ぶ

アクセスが充実、便利になったことでもある。周遊

バスあり、サイクリング制度あり、専用リフトあり

で桂浜と浦戸港は一体化し、巡行船（観光船）復活

を加えて、今や桂浜を含めた広域な浦戸湾観光が花

咲いたようである。

港駅から桂浜周遊バスで桂浜観光ができる。逆ル

ートも勿論可能で桂浜周辺の観光を終えたお客さん

もこの港駅から、夕刻の浦戸湾に船で遊んで帰る。

周遊バスは公園内―桂浜花海道―若宮八幡宮（雪蹊

寺）－もずかた－浦戸港駅―桂浜のルートで運行。

もずかた―浦戸港の湾岸道路は整備、補強され遍

路客や車の通行は便利になった。これにより、長宗

我部史跡巡りが加わり観光要素は更に強化されてい

る。さらに将来は御畳瀬―もずかた間に橋ができ、

御畳瀬―浦戸の合同港駅街が予定されている。

ニロギ釣り大会 みませ 昭和初期（出典 村田）

自家用車での港駅の利用は可能だが、繁忙期は桂

浜公園近くに設置された新たな駐車場を利用し、そ

こから周遊バスで来ることもできる。

桂浜公園内のみやげ店などは 新たに整備され、

新たな機能を発揮してここも盛況であるが、浦戸の

港駅は地元材料に地元色（文化）を特徴にしたとこ

ろで差別化をしている。

そこには、浦戸料理「浦戸御殿」と呼ばれる施設

があり、浦戸桂浜観光の主な食事処になっている。

またここでは食材市場や、地元料理さらにホテル、

料亭の機能も備えて、まさにヨサコイ文化を堪能で

きる社交場でもある。この浦戸御殿は、かつて土佐

藩主山内候の別邸で、浦戸湾の入り口にあって港町

浦戸を象徴するかのような佇まいであり、これだけ

でも観光価値が十分である。

遊覧船はレトロであるが高速近代船。定期便は一

時間毎にあり、船は堀川を出発してきれいになった

海面を滑りながら、丸山台、玉島、衣ケ島、袂石、

などの船内放送や音楽を聴きながら湾風景を楽しみ、

浦戸港駅に至る。

また浦戸港の中には「海の公園」が作られ、海上

イカダ床を基礎に、釣り堀、活魚即席屋台 磯魚水

族館、モーターボート、夏場用には海水天然プール

やウォターシュートの設備が供えられ、港駅の集客

に大きなウエートを占めている。

昭和初期の浦戸御殿（出典 高知市立市民図書館寺田正文庫）

浦戸港の近隣の御畳瀬港では干物、かまぼこなど

海産物の買い物や見学客で賑わっている。

浦戸、御畳瀬の一帯は、いまや「高知の海の駅」

として有名になっている。

以上こんなこと書いて目が覚めた。

夢だったのか、現実なのか。夢のはずはない。

それでは現実だ！！

浦戸の港から種崎を望む。昭和初期（出典、高知市立市民図書館寺

田正文庫）
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ハマスイの夏休みイベント紹介

＊「ペンギン飼育員体験」

飼育員さんになりきって「ペンギン王国」と名高

いハマスイのペンギンさんのお世話をしよう。

期間 8 月の平日（土日 及びお盆期間を除く）

予約制 メールにて実施 2 日前までにご予約を。

＊アートワーク「カラー魚拓 or ストーンペイン

ト」

芸術は爆発だ！夏休みの思い出つくりと宿題の

お手伝いに。期間 毎週水、日曜日とお盆期間中

＊「カワウソ握手会」

キュートなコツメカワウソさん！ ふれて、溢れて、

弾ける魅力にメロメロ間違いなし！

期間 ８月１１～１５日 １０：３０、１５：００

＊よさこい トド ショー。

鳴子を使って、ヨサコイ風のおトドけシヨー。

弾ける心で踊らにゃ損、そん（音楽マークを入れる）

期間 夏休み 毎週 土、日曜日

および８月１１～１５日 １３時/１５時

＊8 月の Twitter 割引き

ふんどし着用の高校生以上の方が御一人様半

額！

(ふんどし持参でも可)フォロー画面とふんどしの着

用を確認させていただきます。期間 8 月中

お問い合わせ 桂浜水族館 Tel 088-841-2437

Mail info@katurahama-aq.jp

会員募集中
「桂浜を守り育てる会」の会員募集を行っています。

希望者は下記事務局にお問い合わせください。

住所 〒781-0262 高知市浦戸 778 桂浜水族館内

「桂浜を守り育てる会」事務局 担当 永国雅彦

TEL 088-841-2437 FAX 088-841-2451

MAIL ma.nagakuni@nifty.com

編集後記

ハマスイ（桂浜水族館）は永国館長とスタッフ

たちの手づくり水族館である。２ページのハマス

イ海獣班の「渾身の土下座」が面白い。スタッフ

全員の写真をみるとみんなでハマスイを支えてい

るという自信に溢れている。ハマスイは高知県民

の知的財産である。

みんながんばれ。

高知県民はみんなハマスイを愛しちゅうぞね。

（たなの・まさし）

桂浜を守り育てる会 会計報告（29 年度 29 年 4 月～30 年 3 月末）

       収入の部           支出の部

会計（個人） 486,000    桂浜たより（3 号）105,840（700 部）

（法人） 10,000    桂浜たより（4 号）118,800（700 部）

寄付金   10,000  （創刊号）    （100 部）

郵送費（メール便、手紙）32,882
               切手、ハガキ        8,398
               会員カード     6,156

事務費  

               アルバイト        15,000（代書他）

事務用品          1,655
手数料              6,182

                                                   （振込、印字サービス）

計      506,000     計               295,777

前期繰越金  414,342       次期繰越金       624,565

合計    920,342円               920,342円

桂浜たより第五号
2018 年 6 月発行（年 2 回 6 月・12 月発行）

発行 桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）

〒781-0262 高知市浦戸７７８桂浜公園

公益社団法人 桂浜水族館内

電話 088（841）2437 FAX 088（841）2451

題字背景画 楠瀬日奈

編集・印刷 （株）Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ


