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桂浜たより第七号
（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

皆さんこんにちは！

今年は創業八十八周年を迎えました。

末広がりの年の縁をいただき、一同ますます

張り切っています。写真は、新調ユニホームで

の初々しいハマスイ若手スタッフ団の紹介です。

山里亮太さん＆蒼井優さん

おめでとうございます！

ご声援、ご指導を、よろしくお願いいたします。

突然ですが、うれしい、おめでたいニュース

が飛び込んできました。

人気お笑いタレントで、ハマスイ親善大使の

山里亮太さんと、男性陣憧れの的、美人女優の

蒼井優さんがご結婚されました！

記者会見での最高すぎるやりとり、あの感

動をハマスイも見習い、引き継ぎたいです。

新婚旅行は必ず高知へ！お待ちしております。

桂浜での山里さんとワリコミ館長のツーショット
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88 周年を迎え、今後めざすものとは…
桂浜水族館館長

秋澤 志名                      

平成から令和へ。新たな時代が始まりましたね。

ここハマスイも「なんか変わるで！桂浜水族館！！」

を掲げ、新しい時代を歩んでいます。

昨年より館長となり、変化したことは・・・「思い」

でしょうか。

特に精神面では、ウチ大丈夫なんかな？と、自分

を心配するときもありますが、なぜか精神的極致に

なればなるほど頑張れる質のようです。最近はメデ

ィアにもたくさん出させていただき、どこかしこで

「テレビ見たよ！」と応援してくれます。体質的に

ショートスリーパーなことが幸いし、外交でもあり

がたいご縁つなぎが出来ております。館長になって

本当にありがたいなと思うのは、人とのつながりで

す。

先日某テレビにて特集が組まれ、その際に「人は

宝」だといわせていただいたのは、館長になり、人

と人とのつながりを本当に感謝するようになったか

らです。

善も悪も可も否も裏も表も、すべては人が居てこ

そで、その方々との「縁」があるからこそだと思い

ます。

「縁」があって「感謝」があってこそ、私のハマ

スイでの 1 番の目標、この桂浜の地で 100 周年を迎

え、一番の水族館になることが実現できるのではな

いでしょうか。

ハマスイはスタッフの入れ替わりがコンビニか？

と思ってしまうぐらい激しく、スタッフの使い捨て

だという方もおられますが、退職しても今も会いに

来てくれ、連絡をくれる元スタッフたちがいるのは

大変うれしいことです。違う場所でも頑張って生き

ていることが私にとっても嬉しいことで、ここハマ

スイで私も頑張らなきゃ！と奮起しています。あの

コらが助けてくれたから今があってこれからがある

のだから・・・。

だからこそ、桂浜で 100 周年を向かえるのは目標

でもあり、役目だと思っています。

ハマスイの Twitter～ハマツイの軌跡～
桂浜水族館企画広報

森 香央理                        

昭和 6年に開館し、88年という歳月を生き抜いた

という事実は実に偉大だ。

繰り返す時代の中で、人々の価値観や需要は目ま

ぐるしく変化する。「流行」からはじかれたものは廃

れ、忘れさられ、次に日の目を見るまで暗闇でひっ

そりと呼吸をしながらその時がくるのを待つしかな

い。ついにネット時代といわれた平成の終わり、「昭

和」が「流行」となった。昭和を彩ったものたちが

「レトロ」という言葉をまとい、愛されたのだ。こ

の、「昭和」が流行った背景には、鮮明になりすぎた

現実がある。人は、現実逃避したい生きものなのだ。

画質が悪いカメラの方が、ニキビやシワが写らなく

て美しい。とはいえ、進化しすぎたデジタルがつく

りだしたのは灰汁だけではない。インターネットは

情報を共有するためのこの上ない手段だ。人々は

SNS を通して「特殊」を日常に変えた。水族館や動

物園のような少し特殊で非日常を生業とする施設は、

人々の心にぐっと近づいた。

人に闇があるように、長い時間を生きた桂浜水族

館にも暗黒の時があった。まだ皆の記憶に新しい職

員の一斉退職は、継ぎ接ぎだらけの老舗水族館を闇

に葬り去るには十分であった。このままではいかん。

このままでは絶対にいかん。老体に鞭打ち、開館か

ら85年を迎えた折に「なんか変わるで」と声をあげ

た。世間が抱いた負のイメージを払拭し、明るい未

来をつくるためネット社会に飛び込み、そして、夜

明けを迎えた。特に、その年に生まれたマスコット

キャラクター「おとどちゃん」が更新する Twitter

は、奇天烈な発想で、情報発信における常識の枠を

超えた。水族館の公式アカウントらしからぬ言動が

逆に若者たちの心を掴み、「桂浜水族館、変わったな」

「また行きたい」と思わせた。あまりにギリギリの

ラインを攻めることからたびたび炎上を起こし、館

長は何度も肝を冷やしたそうだ。

人は現実逃避したい生きものだ。電車に乗って向

かい合って座っても、向かいに座る人間と目が合う

ことなど皆無に等しいだろう。スマホに首を垂れる

者、腕を組んで船を漕ぐ者、うつろな目で車窓に流

れるエンドロールを見つめる者、誰も目の前の現実

など見ていない。だからこそ、桂浜水族館は、そん

な今を生きる者たちの心を掴んだ。これぞおとどち

ゃんマジックである。このマジックの種と仕掛けは、

次回お教えするとしよう。
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ハマスイスタッフのつぶやき

亀齢さんとハマスイ
桂浜水族館学芸員 丸林 友文

私は永國智恵利さん（ハマスイ創始者亀齢さん

の長男、寛さんの妻）に大変お世話になり、智恵

利ばあちゃんの手づくり絵芝居の絵の製作でお手

伝いをさせてもらった。その折、ハマスイの礎を

築いた亀齢さんの武勇伝ともいえるエピソードを

聞かされ、強く印象づけられ、ばあちゃん亡き後

引き継いだ紙芝居でも紹介したほどである。

昭和 12 年（1927 年）3 月に高知で開催された大

博覧会、本会場では鏡川河畔、第 2 会場は桂浜に

あらず、対岸の種崎と決まり、種崎には新しく水

族館が建設されることになった。これを不服とし

た亀齢さん、昭和 6 年より桂浜に水族館の前身と

なる施設を運営していたが、一大奮起し、五台山

の山中にあらかじめ組み立てておいた部材をかく

し、これを夜、船で桂浜に運び、一夜のうちに一

気に水族館の骨組を建て上げるということをやっ

てのけたのである。

当然おとがめなしというわけにはいかなかったが、

亀齢さん頑として聞き入れず、これがハマスイを

後々まで支えていく原動力となったのであろう。

博覧会終了後、疲弊がたたり、肺炎を起こして

亀齢さん他界。53 歳の若さであった。

小柄ながらも立派な口髭をたくわえ、「桂浜のひ

げさん」として親しまれた亀齢さんであった。

ハマスイの看板魚 アカメ
統括スタッフ 高谷 将夫

目玉が赤く光る巨大魚アカメは四万十川が有名

だが、実は浦戸湾のほうがたくさんいるようだ。

30年ほど前のバブルの頃にはアカメ飼育のブー

ムがあり、1㎝あたり 1 万円と言われ 20㎝たらず

のアカメに 15 万円の値がついているのを熱帯魚

店で見かけたこともあった。桂浜水族館ではブー

ムの始まるずっと以前から飼育していたが、釣り

好きの飼育員が入社してからは彼がアカメをおお

いに気に入り、夜間早朝かまわず釣りに通い 30 ㎝

～50 ㎝のアカメを毎年十数尾搬入していた。漫画

「釣りキチ三平」のモデルともいわれた。

しかしアカメはすこし南方系らしく、加温設備

のなかった旧館では特別に寒い冬などには越冬に

失敗することも多かった。昭和 59 年に新館になっ

てからはボイラーを入れて、桂浜水族館の看板魚

として本館正面で群泳しているのである。

新たな手法！？ 解説ポエム
飼育スタッフ 薮内 雅英

水族館の水槽に必ずあるもの、それは解説板で

す。解説板には魚種、体長、形態、生態などその

生き物を知るのに大切な情報が詰まっています。

しかし、多くの人はそれを見ません。なぜなら内

容が固く、面白くないからです。たくさんの人に

見てもらうためにはどうやって伝えたら良いのだ

ろう。考えた結果、私は「解説ポエム」という新

たな手法を発明しました。生き物の生態をラブソ

ング風に描くのです。例えば、ハリセンボンとい

うフグの仲間がいます。危険を感じると、体を膨

らませて身を守る生態があります。その生態を好

きな女の子に意地悪してしまう思春期の男子の気

持ちにからめてラブソングとして紹介しています。

そういった気持ちにあるあると共感し、楽しみな

がら生態を学ぶ。これが解説ポエムの目指すとこ

ろです。おそらく水族館史上初の斬新な試み、ま

ずは一度ご覧あれ。詩もそうですが、生き物の生

態に興味を抱くきかっけになれば嬉しいです。



4

日奈さんのイラスト

センネンダイ
「千年に一度」しか水揚げされないといわれてい

る白と赤の縞模様のお魚です。また、非常におい

しい事でも知られ、どんな風に食べてもよいとい

われています。

分類：スズキ目フエダイ科

学名：Lutjanus sebae
英名：Emperor snapper
全長：100cm

トラウツボ
サンゴ礁などに生息するウツボの仲間で、トラ模

様と鋭い牙をのぞかせた口が特徴です。

2 本の角のように見えている器官は口鼻で、水中

の匂いを感じるのに使われています。

分類：ウナギ目 ウツボ科

学名：Muraena pardalis
英名：Dragon moray
全長：約 80ｃｍ

イラスト、説明とも楠瀬日奈

桂浜の出来事

・桂浜観光遊歩道路修復工事完了

昨年の台風 24 号で破損した観光道路の修理

が完成し竜宮岬（龍王岬）への通行が約半年

ぶりに 5 月 24 日開通した。

・竜宮祭りの開催

恒例の竜宮祭（主催 竜宮祭実行委員会）が

5 月 28 日に実施された。

（参考記事：本誌 竜宮祭に学ぶ を参照方）

・浦戸「六体地蔵」の修復建立が決まる！

長宗我部遺臣（一領具足）を慰霊する浦戸・

六体地蔵の修復工事について現在寄付を募集

中で、本年中に竣工の予定。

（参考記事：本誌 一領具足の聖地「六体地

蔵」を参照方）

水族館 関係の動き

・四国水族館シンポジウム

（Ｈ31 年 3 月 9 日、香川短期大学）

テーマ：「いま水族館が四国を盛り上げる」

参加園館：桂浜水族館、むろと廃校水族館、

日和佐うみがめ博物館、足摺海洋館、島の小

さな水族館、四国水族館(20 年開館予定)

内容：「四国活性化における水族館の役割と展

望」についてパネルディスカッション形式で

討議した。専門知識の共有や震災、災害時の

連携など意識共有が図られた。

・「四国パタパタおペン路めぐり」の開催。

ペンギンの足型の御朱印を持参してスタンプ

を集める企画で 4 月から開催中。

参加園館は、桂浜水族館、のいち動物公園、

とくしま動物園、とべ動物園、虹の森おさか

な館の５園館が参加
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竜宮祭で学ぶ 190428
中田 昌志（土佐高 35 回生）

「平成」から「令和」へ改元される祝い事で 10

連休となった 2 日目平成 31 年 4 月 28 日桂浜は早

朝より大勢の観光客で賑わっていた。龍王岬に位

置する『海津見神社』の礼祭日にちなみ海の安全

と大漁を祈願しての「竜宮祭」が、開催された。

（主催者・うらど実行委員会）

坂本龍馬像前では朝日に映し出された龍馬さん

を背景に記念写真を撮る人が絶えることなくスマ

ホをかざしていた。龍馬さんの目線の先水平線は

ぼんやりとした海であった。浜辺の方に降りて行

くと波打ち際で水遊びを楽しんでいる姿も散見さ

れ、皆楽しそうにしていた。龍王岬の方に足を運

ぶと桂浜水族館前では、浦戸のお姐さんたちによ

る、ふるまい「あめ湯」1000 杯のテーブルも用意

されていて、お姐さん方の笑顔があった。砂浜に

は大漁旗大小数十振りも用意されていて、誰でも

自由に応援旗を振れるという。老若男女が自分で

振れる大きさの旗竿を手にし、嬉しそうに旗振り

を楽しんでいた。

水族館も賑わっていた、釣り堀を取り囲み楽し

んでいる子供さんに、「僕釣りどうだった」と、聴

くと「楽しかった」と、笑顔が返ってきた。スタ

ッフの皆さんは、釣り指導で汗をかきつつ、休む

間もないと、これまた笑顔。水族館は子供達の海

の楽園となっていた。

龍王岬に登って行くと、神社より眺める大海原を一

望にしたご婦人『海きれい』『素晴らしいね』と、

言いつつ更に『もっと宣伝せんといかんね』と、一

言。竜宮さまは縁結びの氏神さまでもある。若いカ

ップル自写撮り笑顔がここにもあった。

岬には緯度表示板が設置されていて、現在地北緯

28度・・東経 133度・とあり、南方約 7,800 ㎞

キャンベラ、北東約 11,000 ㎞ワシントン、北西約

9,600 ㎞パリと表示されていて地球を一望した。

龍王岬には樹齢数百年生き続けていると思われる

大きな『松』に驚かされた。威風堂々と岩肌に根を

張り幾多の台風、地震、津波にも耐えて堪えぬいた

見事な『松』は岬の主『神木』の感がある。

桂浜の名勝の謂れはこれらの『松』にもある。

初夏の爽やかな潮風を満喫しながら風に乗った

潮騒の調べは時の経つのを忘れさせ至福の一時を

頂いた。「しあわせ・・・」

砂浜へ振り返ってみると新緑豊かな『浦戸城』跡

の『森』があり桂浜の景色の良さとなっている。竜

宮祭は最高潮となり浦戸港から大漁旗を掲げた漁

船団が一列となって、龍王岬に向かってきた。漁船

は龍王岬手前の岩礁を避け左沖に舵を取り円を描

いた漁船八隻。そこへ、パラグライダーのカップル

が天空を舞ってきた。砂浜より大漁旗を振り掲げ応

援。そこに神主さんを先頭に巫女、浦島太郎、乙女

姫、ペンギン。子蛸などのパレードがあり。更に今

や人気絶頂のハマスイの『オトド』ちゃんも加わり、

子供達が取り囲み桂浜は大賑わいとなっていた。

お姐さんたちによる” おもてなし”「あめ湯」で

喉を潤し筆者も大満足。

桂浜の名所の謂れ『自然』

海、森、砂浜、龍頭岬、龍王岬。それに岬の守り神

『松』である。

『桂浜を守り育てる』には、この美しい『大自然』

の景色を保存していくことである。

桂浜には人工的な建物等自然の美しさを阻害する

ものは一切造らないことであると学んだ。
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『桂濱』に想う

高知県上海事務所初代首席代表 沼  敬

私は、高知市は菜園場の

近く、田渕町（現桜井町 2
丁目）で生まれました。昭

和 22 年秋の事です。田渕

保育園（現さえんば保育園）

や昭和小学校に通ってい

ましたが、卒業記念の「お別れ遠足」で桂濱に行

った事を覚えています。

当時の桂濱は、我々にとってそういう「特別な

行事の時に行く場所だった」様に思います。遠い

昔の事ですのではっきりとはしませんが、そこで

泳いでいる人を見たとか、或いは自分が泳いだ記

憶は有りませんので、遠浅で海水浴場が有る対岸

の種崎とは異なり、波打ち際で寄せ來る小波を「て

ごう」たり、浜辺の散策、或いは物思いに耽ると

いう風に、当時からもっぱら景色を楽しむ場所だ

ったのでしょう。浜辺で五色の石を拾ったのも懐

かしく思い出されます。また我々子供と違い、大

人たちは「月の名所だ」等と言って、楽し気に杯

を挙げる際の決まり文句にしていました。

桂濱に巨大な銅像が建っている坂本龍馬に対し、

私が人並み以上に憧れを抱いたのは、ずっと後に

なってからの事です。そして大学進学を控え、志

望校を決める頃には「絶対に京都の大学」だと、

固く心に決めていました。勿論寺田屋遭難や近江

屋事件が脳裏に深く刻まれて居り、そこを奔った

龍馬が呼吸したであろうその空気を、時空を超え

て、直に感じ取りたいと願ったからです。然し、

残念乍ら学力が及ばず、志望校に入る事は叶わな

かったものの、新設の京都産業大學に進みました。

ところが、これが思いも及ばない、その後の激動

の人生への入り口で有ったとは、今振り返っても

不思議な「縁」を感じています。

京都の各大学が、京大に代表される所謂学園紛

争の最中、我が母校は全くそれに動じる事無く、

降りかかる火の粉を払い除けて平静を保っていま

したが、結果日本を代表する企業からの求人が殺

到する事に繋がり、卒業後なんと私は「三菱 100
年」の年に三菱商事に就職し、岩崎弥太郎の後を

追い、「夢」を描いて世界に雄飛する事になったの

です。会社では、38 歳の時に指名されて語学研修

生となり、台湾で 1 年間中国語を学んだ後、55 歳

で準定年退職する迄、延べ約 12 年に亘り中国大陸

で総合商社の駐在員生活を送りました。

退職後、経験を買われて県の上海事務所初代首

席代表に任ぜられましたが、就任前に「龍馬へ大

接近」の機に乗じ、敢えて銅像と同じ高さの目線

で、遙かカルフォルニアの岸を打つ荒波を見て意

志をより強固にし、眼下の高知新港、当時「巨大

な釣り堀」と揶揄されていましたが、県内外の企

業と中国との取引拡大により、岸壁をコンテナで

埋め尽くすとの決意を新たにしたものです。それ

が今、取り扱いコンテナ数も大幅な伸びを示し、

当時は誰も考えられなかった中国発着の大型クル

ーズ船の頻繁な寄港など、隔世の感を否めません。

多くの中国人クルーズ客が桂濱に遊び、銅像の下

ではスマホで自撮り、或いは坂本龍馬記念館を訪

れたり、甲殿に続く「何ちゃあない」黒潮ライン

の風情を、海からの微風を感じ乍らゆっくりと楽

しむ・・・。中国人をも魅了するそんな桂濱、流

石だと思います。

【2019 年 3 月記】

脊椎動物「進化」のお話

６ 歯の進化

歯は顎を持つ脊椎動物だけに見られる器官です。

以前お話しした無顎類（ヤツメウナギ・ヌタウナ

ギ）には爪と同じ角質歯が存在しますがこれは歯

とは認められていません。歯を持つ最も原始的な

動物はサメ（軟骨魚類）で、顎に支持される沢山

の歯を持っています。サメの皮膚は鮫肌として知

られていますが、この肌触りの原因である小突起

は小皮歯と呼ばれ、その構成が歯に酷似していま

す。無顎類以外でも脊椎動物には歯を持たないも

のがいます。コイは口腔には歯がなく咽頭に歯の

ような構造物が存在し、ひげクジラ、カメ、カエ

ル、鳥、アリクイなどは歯が退化したと考えられ

ます。この退化という言葉は進化の対義語ではな

く、進化の一側面を示すものと考えられています。

ヒトの歯にもこうした側面が見られます。ヒトの

歯は乳歯が 20 本、大人の歯は 32 本と決まってい

ますが、近年、後者では退化による歯数の減少が

見られます。現代人（日本人）では顎の最も奥に

ある第三大臼歯（親知らず）が男性 36％、女性 46％、

ついで上顎側切歯と下顎中切歯がそれぞれ 2.4％
と 4.0％欠如すると報告されています。脊椎動物は

魚類以降で歯を獲得し、それが口の開閉機能を有

する顎に支持されることで捕食機能が高まり進

化・発展したといえます。これは無歯顎で生まれ

哺乳に頼る乳児が歯の萌出によって摂食、つまり

栄養となる食物摂取に格段の能力を身につける姿

に再現されています。

                   
戸田善久（土佐高 31 回生）
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一領具足の聖地「六体地蔵」について

長宗我部顕彰会会長 森田 康彦

私は長宗我部顕彰会の会員であるが、この会の令

和元年の事業計画中最大のものに、高知市浦戸南浦

にある長宗我部家臣団の一領具足の聖地といわれて

いる「六体地蔵区画」の整備がある。

同区画には地蔵菩薩像 六体、阿弥陀如来像一体

（お堂の中に安置）、石丸神社、土井晩翠碑があり、

そのうち阿弥陀如来像の再建立、土井晩翠碑の洗浄、

周辺の聖地などを行う予定で、その費用を広く長宗

我部顕彰の意の有る方々から浄財を募ることとなり

ました。

そこでこの地が聖地と呼ばれる所以を述べてみた

い。

ご承知のように関ケ原の戦いでは盛親は、西軍に

つき敗者となる。そして一旦は土佐へ帰るもすぐに

上阪し、沙汰を待ったが、土佐一国は没収、京都に

蟄居という身分になる。

慶長5年10月には伊井直政の家臣鈴木平兵衛外1
名が、城受け取り上使として船団を組み土佐沖に現

れる。

この船団には盛親の使いとして、立石助兵衛が乗

り込んでいたので、まずは単独で上陸しことの次第

を伝えたところ、家臣団は仰天し、悲憤慷慨、怒髪

天をつく有様であり、とても上使の上陸できるよう

な状態ではなかった。

この時雪蹊寺の月峰和尚が双方の中へ入り、上使

一行を上陸させ、同寺にて交渉することとなった。

土佐側はあくまで一国安堵を求めたため、談判は難

航し五十数日にも及ぶに至った。

この頃から土佐側は意見が分かれ始め、家老・物

頭など上層部は、このまま長引けば、主君に害が及

ぶし自身も科を受けるであろうと、連署で上使に恭

順書を差し出したのである。

ところが、このことを知った一領具足を中心とし

た抵抗派は、かくなるうえは、恭順派を打ち取らん

と、その方策を八人の首脳が南浦の詰め所で評議中、

内通者の通報を得た上層部側が一挙に押し入り、八

人を討ち取ったのである。

急を聞いた雪蹊寺に詰めていた一領具足側は引き

返し、糠塚のあたりで上層部側と衝突したが、

何分にも首脳八人を欠き、機先を制せられたことも

あり、ほとんどが討ち取られたのである。

その数二百七十三人、首は塩漬けにして大阪へ送

られ、胴体はその地に葬られ、石丸塚と称される。

後にその地に祠が建てられ、石丸神社となり、更に

現在地に移される。

昭和の初め、野市吉祥寺の住職堀川全明という尼

僧が雪蹊寺の玄峰老師のもとで修業中この話を聞き、

烈士の最期を悼み、その霊を鎮めるため、野村茂

久馬をはじめとする財界人の援助を受けつつ托鉢浄

財集めをし、地蔵菩薩像、阿弥陀如来像の建立に漕

ぎつける。

昭和十年四月七日には盛大な開眼式が挙行されて

いる。

土井晩翠の詩碑は、烈士の四百三十年遠忌に当た

り、野村茂久馬によって建てられたものである。

詩文は

一領具足の香を留む。誉は千秋嗚呼朽ちじ。

と格調高く結んでおり、松韻と相和し、佇む者の胸

にあつく響いてくるのである。

参考文献「長宗我部盛親」寺石正路

うらどに

「六体地蔵尊・中央阿弥陀如来像」の修復建立

及び周辺整備事業について（浄財のお願い）

修復及び整備項目・阿弥陀如来像およびその

お堂

・土井晩翠碑の洗浄および周

辺の整地

計画予算 約 450 万円

寄付を募集中

竣工予定日 令和元年度中

募金額 金額不問 但し一万円以上は

銘板に記載

振込先 ゆうちょ銀行

郵便口座番号 記号 016200 番号 40277
加入者名 高知県長宗我部顕彰会

問合せ先 長宗我部顕彰会事務局

高知市はりまや町 3-20-1
090-4783-0894（溝渕）

090-8691-8184（吉松）

浦戸にある六体地蔵
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海津見神社(龍王宮)(わたつみじんじゃ)

御祭神  大綿津見神（おおわたつみのかみ）

御創建  不詳（伝 長宗我部時代とも）

御神徳  海上安全 漁業豊登 良縁成就 など

古くは嘉列浜、嘉津浦浜、勝浦浜などと記され

色の浜ともいわれた。

いつの頃よりカツウラがカツラと転化し、月の

名所でもあることから、

月に生えると言われる桂の字が当てられ、桂浜

となった。

（龍王岬の石碑より）

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 7 号発行については、ハマスイスタ

ッフの皆様のご協力を頂き編集が出来ました。

特に、秋澤館長始めスタッフの皆様は飼育と調

教を行い、ＳＮＳで情報発信を行い多くのファン

が遠くからも駆けつけてきています。

マスコミに取り上げられラジオ、テレビにも出

演。この度蒼井優さんと結婚を発表した山里亮太

さんはハマスイ『親善大使』です。

7 号はそうした日々の活動を掲載し、桂浜の歴史、

歯の進化、桂浜を想う人、竜宮祭等を通じて桂浜

が進むべき方向を共に考えて行ければと編集をし

ています。

桂浜の人気は『自然の景観』大海原から打ち寄

せる潮騒「龍王岬と松」そして「浦戸城跡の森」

を未来遺産とすることです。編集投稿にご協力く

ださいました皆さまありがとうございました。

(なかたまさし)

桂浜を守り育てる会 会計報告（30 年度 30年 4月～31 年 3月末日）

収入の部 支出の部

会費 556,000 桂浜たより 5 号（700 部）105,840
（162 名） 桂浜たより 6 号（700 部）105,840

利子 2
郵送費（メール便） 36,244
切手、ハガキ 10,964
事務費アルバイト 15,000
著作物使用料 3,610

                 手数料

会費送金手数料 16,500
印字、確認手数料 1,116
残高証明 514

                  桂浜たより製作費

送金手数料 1,080
計 556,0022 296,708                                     

前期繰越金 624.565    次期繰越金 883,859   

合計    1,180,567 円 1,180,567 円

桂浜たより第七号
2019 年７月発行（年２回 1 月・7 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

桂浜を守り育てる会の提言（推進）事項
１ 桂浜山頂に浦戸城天守閣（展望閣）の建立

１ 龍王岬からの眺望スポットの名所化

１ 浜辺の遊戯（イベント）の活用、推進


