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桂浜たより第六号
（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

日頃は大変お世話様になっています。

来年は創業８８周年を迎えます。

末広がりの年で、さらに、さらに若さと新鮮さを広げたいと思います。

よろしくご支援、ご指導をお願いします。

ハマスイは「身近な生き物ふれあい」の場とし

て親しまれていますが、ツイッターやブログそし

て Facebook とさまざまな SNS でも面白い、楽しい

話題を提供しています。

今年は「土下座ツイート」や「本気鬼イベント」、

「月曜から夜更かし」で全国的に話題になりま

した。

これからも、美人でかわいい胸豊かな新館長は

じめ若さに満ちた素敵なスタッフ一同で、またま

た新しい水族館をお見せしたいと思います。

桂浜にきてね！ハマスイ SNS も是非みてね！
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新館長誕生！ 抱負を語る。

公益社団法人桂浜水族館

館長 秋澤 志名

この度、私、秋澤志名は公益社団法人桂浜水族

館 館長という大任を仰せつかることになりまし

た。 身に余ることとは思いますが、粉骨砕身、従

業員と共に健全に発展できる企業を目指し、陣頭

に立とうと決意いたしました。

初代永國亀齢館長から６代目永國雅彦館長の87

年に渡る功績には頭が下がる思いです。こんにち

まで桂浜水族館が皆様に愛される水族館としてあ

るのも、歴代館長の功績によるものだと確信いた

しています。

７代目も、その志を引き継ぎ、従業員と共に頑

張って行きたいと思っています。

みなさまも御存知かと思いますが、４年前には

飼育員一斉離職がありました。

あの時は、桂浜水族館をなんとかせないかん！

いきものを、あの子たちの命を落とすわけにはい

かん。と、残った従業員と新しく入社してくれた

従業員と共に切磋琢磨の日々でした。

どん底の中、「ピンチをチャンスへ！」「マイナ

スをプラスへ！」という考えに変え、「改革をする

には、持って来いのタイミングじゃないか」と考

えるようになりました。

一昨年の桂浜水族館 85 周年を迎えた際に、「な

んか変わるで！桂浜水族館！！」を掲げました。

四国で唯一飼育しているトドをモチーフに公式

キャラクターの「おとどちゃん」の誕生、水族館

の枠にとらわれないイベントとして「マスクでお

見合い」やポケモンの松本リカさんのライブなど

を開催、そして、SNS を使った広報活動では、い

きものだけでなく働く従業員も発信しました。

「枠にはまらない面白さ」を本気で真面目に取

り組み続け、念願の全国ネットのテレビ番組でも

紹介されるまでになりました。今では、全国各地

より、おとどちゃんや従業員に会いにご来館いた

だけるようになり、なかには、手みやげまで持っ

てのご来館をされる方も多くなりました。

従業員にファンが出来ることにより、担当飼育

動物にも同じようにファンがつき始めました。

当館の良さは、アットホームなことだと思いま

す。これは館の作りやお客様に対してだけではな

く、従業員に対しても、ありがた迷惑なほどに家

族として接することを歴代館長より教えられて参

りました。個々の長所を伸ばし、個性豊かな従業

員の魅力を今後も発信し続け、高知の独特な魅力

が詰め込まれたおもしろい水族館として、またこ

どもから大人まで楽しく笑いながら水辺に暮らす

生き物について学べる博物館として、まさに高知

家の「おらんくの水族館」として、まずは 100周

年を目標に愛されることを目指していきます。

私が幼いころ、観光地・桂浜には、とても多く

の方が来浜していたと記憶しています。桂浜の浜

辺には、水族館をはじめ、売店のお店が並び、砂

浜で楽しい時間を過ごされる方も多かった風景を

今でも思い出します。

学校の遠足は、桂浜。同世代の高知の方々は、

必ず遠足で桂浜に来て、水族館で学び遊んだこと

を記憶されているのではないでしょうか。

私は、桂浜という場所の素敵さ、素晴らしさを

もっと多くの方に知っていただきたい。あの浜辺

の形状や、見渡す限りの水平線、太平洋ならでは

の海の表情。すべてが高知の宝だと信じています。

当館は、桂浜の恵みの上になりたっています。

あの砂浜により自然濾過された地下浸透海水を用

いることにより、豊富な良質の海水を使用出来て

います。これは、水族館を運営していく上で、必

要不可欠なものであり、この海水のおかげで魚た

ちは、元気に暮らすことが出来ています。

こうして当館が 87 年もの間、運営出来ているの

も桂浜の恵みのおかげであると思います。桂浜に

恩返しという思いも込めて、多くの観光客や高知

の方に愛される観光地となるように、今後も地元

の方々と共に知恵と力をあわせ、全国、そして世

界へ向けて、不撓不屈の精神で頑張っていきたい

と思います。

また、社内では、積極的に現場の意見を取り入

れて、是は是、非は非と、こだわりや、わだかま

りを捨て、更なる発展に尽力していきたいと思っ

ている所存です。

これからも、なんか変わるで！をモットーに

日々感謝を忘れず、精進してまいります。

宜しくご指導、ご鞭撻のほどお願い申し上げ

ます。

備・本文は新館長激励会での挨拶文から転用しま

した。

・秋澤志名氏は桂浜水族館創始者永国亀齢のひ

孫にあたります。
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秋澤新館長の激励会
新館長の激励会が9月25日に高知市の城西館で行

われました。

300人を超える各界からの参加者があり、あったかい

励ましの言葉を頂き愉快な盛大な会でありました。

オトドちゃんのお菓子

スタッフたちの見事な？ダンス

お魚のテーブル名

おトドちゃんと一緒にあいさつ周り

高知市岡﨑誠也市長はじめ行政関係者、議員の方々、

館長サポータや友人たち、水族館関係者そして、浦戸

地元の方々に囲まれ新しいハマスイの船出に華と勢

いを頂き、あかるく、にぎやかに行われました。

挨拶する秋澤新館長

応援団鯨波チーム

芸人スタッフ勢ぞろい！

鏡開き

発起人代表高知県倫理法人会高木義夫会長の挨拶に

はじまり、永国代表理事（前館長）の挨拶に続き、秋

澤新館長の就任決意のスピーチで宴会となりました。

新館長とオトドちゃんのペアーでのテーブル回りご

あいさつや、「鯨波」チームのヨサコイ踊り、ハマス

イスタッフたちの多彩な余興を交えて、愉快な楽しい

宴でした。

最後に発起人吉田須磨海浜水族園長のシメシメで

盛大裏に幕を閉じました。
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桂浜公園の出来事（話題）

年の瀬も迫りました。 桂浜の今年（S30 年）

の出来事をおさらいしたいと思います。

１往く年、くる年 カウントダウン

NHK 恒例の「往く年、くる年」の正月放映が桂

浜で行われ、龍馬像広場でも、カウントダウン

行事が開催された。

１龍馬記念館のリニュアル開館

４月 27 日グランドオープン。桂浜に新たな魅

力、見どころが加わり、桂浜観光の強力な推進

力が期待されている。

１竜宮祭

恒例の竜宮祭が 5 月 6 日〈日〉桂浜本浜で行わ

れた。地元の伝統的なお祭りで乙女による竜宮

パレード、漁船パレード、大漁旗振り、あめゆ

接待などで桂浜文化の復活、普及に努めた。

（浦戸町内会連合会主催）

１どろんこ祭り

地元長浜地区の歴史あるお祭りで、今年も桂浜

でも「清めのどろんこ」を塗られ、水族館前で

踊りも披露され賑わった。

（4 月 7 日、どろんこ祭り実行委員会主催）

＜どろんこ祭り＞

１観月祭

「月の名所は桂浜」恒例の観月祭は 9 月 24 日

に行われた。（高知市観光協会主催、観月祭記

（５P）参照方）

１台風被害

台風２４号で大波による被害が出た。（写真参

照）

竜王岬への遊歩道が損壊し通行止めとなった。

また大波で砂浜が削られ水族館排水管が破損

した。

１龍馬祭

11 月 18 日（日）恒例の龍馬祭が行われた。

（高知市観光協会主催）

今年は桂浜施設（龍馬記念館、桂浜荘、桂浜水

族館）の協同チケットを販売し観光促進を図った。

＜桂浜 台風大波＞

「桂浜を守り育てる会」の要望事項
＜高知市（桂浜公園）への要望＞

桂浜を守り育てる会の運動の一環として以下の

ことを高知市に要望しました。

桂浜の魅力は自然の箱庭的な本浜の美しさや、

龍馬像の存在であることは論を待たないが公園

全体の魅力 UP として現状必要なこと、不足して

いること、など具現化すべき項目を挙げてその

推進、実現を要望しました。

1 桂浜公園の樹木整備に関する総合かつ具体的

な計画と予算化

公園内の樹木、道路際の樹木、公園入口の樹

木など風致観光公園としてあらゆる角度から

美観、景観を重視した剪定の定期的な実施

１龍王岬からの展望の名所化

龍王岬からの景観のうつくしさ、すばらしさ

に驚嘆して、桂浜本浜の観光客の流れは龍王

岬までが多くなりつつあり、観光客の浜での

滞在時間が多くなってきた現実がある。桂浜

での展望スポットの切り札として龍王岬を世

に出すべき時が来たと実感しています。当面

の対策は、擬岩の補修（錆汁、樹脂の析出）、

手摺の修理（老朽、危険）などがあげられる。

１浦戸城シンボル館の設置

桂浜に昔あって今は無いもの。それは浦戸城

及びその天守閣そして展望台。

桂浜山頂からの景観は浦戸湾の遠望眺望がす

ばらしい。

展望を兼ねた浦戸城のシンボルとして天守閣

（櫓）を設置し、歴史資料館、休憩所などの

機能をも持たせる。

桂浜公園で絶対無くてはならない、また重要

なものそれは浦戸城の歴史（存在）ではない

か！
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桂浜観月会
中田 昌志（土佐高３５回生）

みよや見よ みな月のみの かつら浜

海のおもより いづる月かげ
大町桂月は38年ぶりに帰郷した大正7年ここ桂

浜で詠まれた。

平成30年9月24日中秋の名月「観月会」が開催さ

れた。曇り空の夕暮れ東の空に青空が臨まれ晴れ上が

って来るかと心をときめかしたが一瞬にして白い雲に

覆い尽くされ夕暮れを迎えた。砂浜には高知市観光協

会より「ススキ」約千本と「灯篭」を供され幻想的な

雰囲気を醸しだされていていた。

文人「大町桂月」を偲び土佐 18 酒蔵の銘酒「名月

酒」が供養として祭壇に設けられた。浜に集う人々

の中には桂浜手づくり「てんぷら」を肴に杯を酌

み交わし今か今かと満月の輝きを待っていた。

「御畳瀬見せましょ 浦戸を明けて 月の名所

は桂浜」よさこい よさこい

歌声と手拍子が潮風にのってきた。

日暮れ時一瞬大海原の空に幻想の如くほのかな灯

りとなって、お月さんが「こんばんは」「やりゆう

かね」と、お月見の人を覗きにきたようだったが

一瞬の喜びを残して雲隠れしていった。  残念。

桂浜水族館では観月イベントとして只今人気上

昇中の「おトドちゃん」プールよりせりあがり お

客さまに何かおねだりするような仕草に”かわい

いね”と歓声と笑顔があった。

闇夜となった頃お月さんを呼び戻す妖艶な踊り

「ベリーダンス」が始まった。水族館前に大勢の

人が集まり時の経つのを忘れ踊り子の美しい姿に

見とれていた、中には正面に正座して楽しんでい

るお方も現れ賑やかで楽しい観月会となっていた。

・龍馬さんもお月さんを愛でただろうか

坂本龍馬は慶応3年 9月24日震天丸を御畳瀬衵(ｱ

ｺﾒ)に碇泊。種崎対岸の大廻御船頭・中城家に潜伏、

土佐藩と交渉。

土佐藩に最新ライフル銃1000丁を売り渡し大政奉

還の建白にとどまらず、武装強化・兵員上京という武

力行使の準備を促すための帰国の日であった。

脊椎動物「進化」のお話
４ 顎の進化（３）
魚やイヌをイメージすれば、脊椎動物のほとん

どで頭は体幹や首の前にあることがわかります。

ところがヒトは直立二足歩行のため、頭は首の上

にあります。頭が首の前にあれば口を自由に開け

られますが、頭の下に首があるヒトでは、首の筋

肉や骨、食道、気管、甲状軟骨などが邪魔をし

て、口を大きく開けることが出来ません。そこ

で、下顎を前下方に移動させて口が大きく開きま

す。この前下方への往復運動は、顎の関節の後方

にある血管に富んだ組織から血液を押しだすポン

プの働きをすることで脳内の血流を促進し、脳の活

性化、知的活動の亢進、ストレスの緩和、精神の

安定に繋がるとされます。ヒトが地球上で知的生

命体として繁栄するに至った原因のひとつは、下

顎を前下方に移動させるようになったことだと考

える研究者もいます。大リーグの選手がガムを咬

むことで緊張をほぐし、おしゃべりや大笑いがボ

ケ防止につながるということにも、意外に大きな

背景があるようです。戸田善久（土佐高３１回生）                 



6

「浦戸湾口の水族館と城郭」

奴田原 訂（土佐高 31回生）

浦戸湾口は桂浜と種崎半島に挟まれている。戦

後、湾口の拡張が行われたが、拡張前は湾内への

込み潮の時には、1 メートル位の潮流の段差が発

生していた。したがって夏の海水浴では満潮、干

潮の潮流の落ち着いたピーク時を見計らって、生

まれ育った種崎から桂浜へ泳ぎ渡っていた。

この潮流のピーク時を見誤ると、流されて対岸

に泳ぎ着けないので骨折り損となる。したがって

湾口の種﨑半島の先端にあった不思議な赤土の小

山に立ち、慎重に頃合いを図ったものだ。この“赤

土の小山”はいったい何者なのか、白砂青松と言

われ、山も川も岩礁もない、砂地しかない種崎千

松公園では長年理解できない光景であった。泳ぎ

着くと、現在は遊泳禁止になっている桂浜水族館

前の岩礁周辺を潜るのが楽しみであった。そこに

は種﨑では見られない岩礁に住み着く魚がいて珍

しかった。

さて、現在の桂浜水族館は、相変わらずの中規

模館であるが、永国雅彦前館長や秋澤志名新館長

の努力の甲斐があって、徐々に、少しずつ、前向

きに変革しつつある。方向的には面白い。まず、

館内が綺麗に感じられだした。魚独特の生臭さも

なくなった。従業員の皆さんに明るさが見られる。

行動がきびきびしていて気持ちが良い。子供に大

人気の小魚やナマコなどの生き物に触れられる工

夫や、小魚釣り、コツメカワウソとの握手、ペン

ギンのお散歩、アシカめがけての子供の輪投げ、

アシカの拍手や大ジャンプなどの各種の芸、大き

な魚や海亀への安全な道具での餌やり、魚種等の

増加、クジラの骨格標本４体、金魚や淡水魚等の

展示、大小の陸亀の飼育等々工夫や前進が見られ

て楽しい。

しかし、まだまだこれから為すべきことも多い。

基本的には、来客を、喜ばす、驚かす、楽します、

納得さす、そして再訪さす。この原点をしっかり

と、全従業員が納得して、常に来客に対して“お

もてなし”の気持を発揮する事であろう。大規模

水族館なら資金もあり、調達力もあり、金銭で解

決するだろうが、無理をして真似をすることはな

い。

このような“おもてなし”の気持ちで、外部向

けには、まずは親子連れを大事にし、地元近郷か

ら高知市内、高知県内、全国へ、そして外国人へ

とターゲット広げる姿勢が大切であろう。浦戸保

育園には魚と触れ合いの出来る超小規模な水族館

を支援し、水族館ファンの種を蒔いた。これが第

一歩である。最近、高知港には毎年３０数隻のク

イーン・エリザベスなどの豪華客船が入港し、高

知市街は賑わっている。桂浜観光と合わせて何と

か工夫してターゲットにすべきだ。坂本龍馬記念

館・坂本龍馬像も賑わいの協力をしてくれるだろ

う。

桂浜観光には浦戸城も売り込むべきだ。歴女、

歴男？は城好きだ。浦戸城は山城で、太平洋を望

み、船の出入りを眼下にしていた。支配が長宗我

部から山内家に移った頃から、土佐の国の安定が

確かとなり、高知城築城完成と共に、価値の変化

により重要性が薄れた。現在は石垣を僅かに残し

ている。

浦戸湾口の対岸である種﨑にも水族館があった。

戦後の南国高知産業大博覧会を当てにして作られ

た。小規模ではあったが展示魚は一応揃っていた。

大小の二つのプールがあり、それぞれに 1 匹ずつ

のマンボウが泳いでいた。悪ガキたちはプールに

沿って走り、泳ぐマンボウの背びれを触ったり、

握ったりして騒いでいた。しかし、南国高知産業

大博覧会の当てが外れて、間もなく消えていった。

この種﨑水族館の南 100 メートルに先述の“赤

土の小山“が松の木を疎らに生やしていた。

西暦１４６７年に京都で起きた応仁の乱後、地方

に対する中央の支配力が衰えた時代に、土佐の国

も、３０を超える在地の領主達の群雄割拠の覇権

争いが起った。この種﨑を治めていたのは“池城”

を持つ“池氏”であった。生業は多分、浦戸湾口

を通行する船から通行料を徴収していたであろう。

“赤土の小山”に平城を築き、昼夜にわたり湾口

を見張り、船を見つければ、小舟を漕ぎだし、包

囲して圧力をかけたことだろう。

長宗我部氏が土佐を平定したが、やがて山内氏

の時代となって高知城が築城されると浦戸城も池

城（種﨑城・・山内氏時代の呼称）もなくなった。

山内氏は高知城の周辺を固めるため、浦戸、種﨑、

から人々を集め、浦戸町、種﨑町と命名し、上手

に人心を掌握していた。

このように浦戸湾口の東西には、尋ねれば面白

い文化がある。             以上
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ワールドクラス！桂浜水族館

Twitter ～ハマツイの軌跡～
森 香央理（ハマスイ スタッフ）

2016 年に創業 85 周年を迎えた桂浜水族館は、

「なんか変わるで桂浜水族館」をモットーに、「入

館料が高い」「暗い」「狭い」などのそれまでの負

のイメージや、若者離れを払拭すべく、SNS の活

用に踏み切った。

同年、フィギュアイラストレーターのデハラユ

キノリ氏の手により生まれたトドがモチーフの公

式キャラクター「おとどちゃん」が Twitter を始

めるが、当初は今ほど毎日情報を更新したり、フ

ォロワーとやりとりすることはあまりなかった。

地道な情報発信を続け、2018 年から本腰を入れて

毎日更新をしはじめると、おとどちゃんは、動物

園や水族館では主役にならない飼育員にフォーカ

ス（焦点）をあて、飼育員といきものの写真を積

極的に投稿するようになった。

次第にフォロワーとのコミュニケーションを深

めだし、エゴサーチ（ネット上での口コミや評価

調べ）で、今現在インターネットを活用する若者

が求める「桂浜水族館とはなにか」を聞き取るこ

とで、若者の心を開くようになる。

そんな折、2018 年 2 月の節分イベントの際にフォ

ロワーが撮影し、Twitter 上に投稿した一枚の写

真が世界中に拡散され、インターネット界隈に強

烈なインパクトと新しい桂浜水族館の在り方を生む。

それまで、海洋生物のファンや水族館ファンの間

では有名だった桂浜水族館も、「水族館」という枠

を超え、今までにない分野や界隈から注目される

ようになった。一躍有名になったことで次第にメ

ディアにも取り上げられるようになり、テレビや

ラジオなどの出演も増えた。公式アカウント自ら

発信した「月曜から夜ふかし（日テレ番組）に出

たい」というツイートから、フォロワーがその旨

を番組に投稿。これが叶う。

また、同年 5 月に公式アカウントが発信した土

下座PRツイートは10万リツイート、15万いいね！

を超える拡散を見せ、他の追随を許さない独自の

路線を開拓した桂浜水族館は、一風変わったマス

コットキャラクターや他にない個性的な飼育員が

いる水族館として脚光を浴びるようになる。

トド目線のユーモアあふれる投稿や飼育員の機転

あふれる努力で、Twitter を通して桂浜水族館は

どこも真似することができない「エンターテイメ

ント」のひとつを築きあげた。

日常生活の中で、常に「面白い」を探し続け、

発信する。桂浜水族館だからこそできる、桂浜水

族館にしかない発想と独自の目線で、人間といき

ものを通してそこに在る「愛」を届けている。

桂浜水族館公式 Twitter 

URL/ https://twitter.com/katurahama_aq

桂浜水族館公式 twitter  ID/ @katurahama_aq

花より男子！ハナ開け 87期生！
今年の新入生：左から藤井康行（フジ）/浦河大輝

（ウラ）/薮内正英（ヤブ）/安岡大（ダイ）

ハマスイは小さいけどスタッフ新陳代謝も激しい。

育て！のびのび！

桂浜整備計画の進捗について
＜高知市からヒヤリング＞

平成 28 年 10 月に整備基本計画が策定され、そ

れに基づき、再整備に向けた整備手法や運営管理

について検討した報告書が平成30年3月に出され

た（高知市ホームページ参照）

なお検討対象は桂浜公園、公園駐車場、土産物

店、国民宿舎桂浜荘で坂本龍馬記念館及び桂浜水

族館は今回含まれていない。

その後の進捗状態を高知市にヒヤリングを行った。

次のステップとしては公園事業者の公募、決定で

あるが、この作業が予定より 1～2 年あとにずれる

予定とのことだった。理由は現段階では応募者は

なく、公募の条件を詰め挙げてゆく時間がかかる

とのことで、問題として挙げられることは津波対

策で防潮堤が計画され、その整備時期、期間が詳

細に決まっていないこと、またエントランス部の

施設規模の見直し意見も出ていることである。

このようなことから、本年 3 月に想定されたス

ケジュールよりさらに 1～２年のびて事業者決定

は早くても 2020 年度で、新しい民間施設のオープ

ンは 2022 年度と想定されます。
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ハマスイスタッフ

高知県自然・体験型観光キャンペーン

① 名称：リョーマの休日～自然＆体験キャンペーン

② 開催期間：2019年2月から2020年12月まで(予定)

(高知県HP www.pref.kochi.lg>soshiki)

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

桂浜たよりの編集員をさせて頂く事となりまし

た中田昌志です。永国雅彦代表より棚野正士編集

長後任としてご推薦頂き編集委員を務める事とな

りました。浅学の小生にとってこの大役は身に余

る光栄と思っているところです。桂浜を守り育て

る会は「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」を目的としています。力不足か

と存じますが精一杯努力致しまして貢献してまい

る所存です。

世の中インターネットによりあらゆる情報が一

瞬にして世界中を駆け巡っていく時代となってい

ます。桂浜水族館では SNS で絶えず最新情報を発

信しています。

桂浜たより発行については桂浜の現状並びに行

政の動向そして桂浜を守り育てる会の活動等によ

り世界の名勝地「桂浜」を目指して情報発信して

まいる所存です。

今後共ご指導ご鞭撻を賜りますように宜しくお

願い申し上げます。

   桂浜・高知を愛する なかた まさし

桂浜たより第六号
2018 年 12 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

出展：ハマスイブログ 日奈より


