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桂浜たより 第八号 
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

 

 
 

 

 

 

今年の干支は子（ね） 

私たちカピバラの年です。 

親子 4 匹はハマスイで 

生活しています。 

昨秋「テテ」と「ムム」 

が生まれ、順調に生育 

しています。 

 

 

 

 
令和元年１２月 27 日 高知新聞朝刊より 

2020 年 桂浜 龍王岬からの初日の出 

明けまして 

おめでとうございます！ 
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ハマスイからのご挨拶 2020 年テーマ 
おらんくの水族館 

みんなの楽しい思い出の場所～ハマスイ～ 

来た人がみんな「私の水族館」と思っていただけるような 

アットホームな水族館を目指し 2020 年はスタッフ、スイゾク一同 

励んでいきます。 

博物館相当施設が多い水族館業界の中でも大変

めずらしい登録博物館施設としての桂浜水族館。

ご存知ない方がほとんどでしょう。当館は、生き

るものすべてとの「ふれあい」を通して、見て、

さわって、おもしろ楽しく学ぶことの大切さをお

伝えしたい。2020 年、今までより、より一層、た

のしくいきものを感じて知ることが出来るイベン

トや試みを行い「おらんくの水族館」としてみな

さまと共に歩んでいきたいと思います。 

平成生まれのハマスイスタッフとのあゆみに感謝 
桂浜水族館館長 

秋澤 志名                  

ハマスイこと桂浜水族館の主なスタッフは、 

平成生まれが勢ぞろいです。 

 昨年の2019 年は、この世代のスタッフにずいぶん

成長させられたと実感できる１年でした。息子と同

じ世代でありながらも異星人か？！と思うことも

多々ありますが、良くも悪くもかわいくて仕方がな

い存在です。平成生まれは、生まれた時からバブル

崩壊後で、日本の元気な姿を見たことも体験したこ

ともない世代です。それどころか、物心ついたら地

下鉄サリン事件に始まり阪神・淡路大震災、9.11同

時多発テロ、新潟県中越地震、リーマンブラザーズ

破綻、3.11東日本大震災など、日本にとって大変な

ことばかりを経験した世代なのです。良いことが起

こってもまた悪いことが起こるという思考になって、

「夢も希望も持てない」ってなってもおかしくない

ですよね。そのうえ、スマホやパソコンが普及して

きて情報過多な世の中。シミュレーションは出来な

いけど、比較検証はお得意だ、となっているのです。 

こう書いていくとマイナスと思うかもしれないので

すが、そうではないですよ！彼らとかかわって仕事

をしていくうちに少しずつですが、私自身も勉強さ

せてもらっている、気づきを与えて

もらっていると感じることが多々

あることに気づきました。 

時代がかわったこと。そして相手

を認めること。 

私が就職したころは、「しんどく

ても働け！しんどいぐらいじゃ死

なんから！」と言われて、今でいう

社畜状態を普通に当たり前に受け

入れ楽しく働いていました。今の時代だと立派なブ

ラック企業だし、パワハラで訴えられますね。 

平成生まれ世代は、先にも書きましたが、比較検

証はスマホを使い得意です。情報をスマホで集め、

いろんな知恵をつけます。法律もしかり。すばらし

いぐらいの知識を持っています。教えられることも

本当に多い！！ 

なので、自分の働き方もしっかり主張もします。

上司や会社が間違っていれば指摘もします。私たち

昭和世代が疎いことを気づかせてくれます。少し昔

ならば、私は会社や上司がいう事が正しいことだと

主張して彼らを認めることはなかったです。でも、

気づくことがありました。 

人には、いろんな「ものさし」があって、個々に 

違うということに気づきました。物事をいろんな角

度で見ることが大事と教えて来たのに、本当に理解

してなかったのは自分でした(笑)。平成生まれと一

緒に働いていくうちに、彼らなりの一生懸命さ、努

力、喜び、怒り、悲しみを身近で感じることが出来、

異星人と思っていた彼らがとってもかわいくて仕方

なくなっていきました。たまにいじってしまって反

感をかうことも多々ありますが、彼らが私を育てて

くれていると感じています。ともに笑って怒ってム

カついて成長していけるこのハマスイメンバーは最

高だと気づかせてくれる異星人たち。自分の「もの

さし」で見てはいけない。いろんな「ものさし」が

あるからこそ楽しいし、いろんなことが生まれてく

るものです。 

なぜ気づいたか？88周年の昨年は、そういう良い

巡りあわせの人たちと出会えたからです。 

「こころを元気に！」を大事に、このかわいいステ

キな異星人と一緒に 100 周年を目指して、今日も生

きて、仕事して、楽しい人生と楽しい仕事がおくれ

ることに感謝です。 
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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              

人は愛に生きる。愛なしでは生きていけない。ど

んな人間も愛を求め、「愛されたい」と願い「愛した

い」と思っている。ものが溢れ、人々の生活が豊か

になり、さまざまな技術が進化し、発展を遂げ、利

便性が向上した。新しい時代を迎えた今、ありとあ

らゆる分野で人工知能が活躍している。けれど、人

間は豊かになった生活の中にも不変的な愛を求めて

いる。どんなに時代が変わろうとも、人というもの

は愛に生きたいのだ。 

桂浜水族館の Twitter

が現代社会を生きる

人々の心を掴んでいる

のは、思い切って起用し

た公式マスコットキャ

ラクター「おとどちゃん」

の見た目のインパクト

や類まれなる斬新さも

あるが、水族館という非

日常の中に日常的に巻

き起こっている愛を切

り取り、テーマにしてい

るからであると思う。 

おとどちゃんは、「愛」という言葉が好きだ。隙あ

らば「愛」を唱えている。それはもしかすると、彼

女が奇抜な容姿で生まれ、奇特な人生を歩んでいる

からこそなのかもしれない。 

桂浜水族館の Twitter には、しばしば飼育員とい

きものがひとつの画として取り上げられる。いきも

のがメインの水族館や動物園では、いきものにスポ

ットは当たるが、そこでともに生きる飼育員という

存在にTwitter上で焦点が当たることはなかった。 

そこを切り込んだのが桂浜水族館だ。ともにこの

時を生きることの尊さ、人間と動物の命の糸が織り

成す「愛」が、現代社会で生きる人々の枯渇した愛

や傷心を癒しているのだろう。今や飼育展示してい

る魚や動物より、飼育員の写真の方が多い。飼育員

にフォーカスが当たっているせいで動物がぼやけて

いることなんて日常茶飯事。これはとても面白い。

時折見せるおとどちゃんの毒のあるつぶやきにも、

フォロワーは愛を感じている。愛には毒がある。中

毒性がある。みんな毒されている。これが、おとど

ちゃんマジックである。 

やぶちゃんのカピバラ飼育記 

                     ハマスイ飼育スタッフ 

薮内 雅英 

2020 年はねずみ年です。当館にも実はネズミが

います。水族館にネズミ？と思われる方も多いと

思いますが、それがカピバラです。カピバラは世

界最大のネズミの仲間でオニテンジクネズミとも

呼ばれます。 

水辺周辺で暮らす生き物として最近は水族館でも

展示されているところが増えてきました。 

当館のカピバラは2017年8月に徳島動物園からき

ましたが、私が担当になって約１年がたちます。担

当して、まず驚いたこと

がエサの好き嫌いです。 

エサはイネ科の植物で

あるライグラスや乾草で

あるチモシーなどがメイ

ンですが、他にもいろい

ろな種類の野菜を与えて

います。カボチャやリン

ゴなどは好んで食べます

が、パプリカやスイカ、

みかんなどは口にしませ

んでした。白菜は葉の部分は食べますが、芯の部分

は食べません。トウモロコシは葉も芯も丸ごと食べ

ます。 
エサをムシャムシャ食べている姿がやはり一番癒

やされます。エサをあげながら、体を触ったりする

と、とても気持ちよさそうにしています。とくに顎

の下やお尻、お腹などさわられると気持ち良いらし

く、リラックスしてくると毛を逆立て、しまいには

体を横にして寝てしまう時もよくあります。 

私はカピバラにとても親近感がわきます。私の顔

も何となくカピバラ似だと言われていますが世話を

している自分としては、とても嬉しかったりします。 

 

昨年 9月赤ちゃんが誕生しました。12月 2５日に

は命名式が行われ、テテとムムが名づけられた。す

くすくと、可愛く育っているが、今年子（ね）の動

物としてハマスイマスコットになることを期待して

います。 
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日奈さんのイラスト 
今回は釣り堀の魚たちに登場いただいた。（絵：楠瀬日奈、文：ハマスイ いごっそう親父） 

カサゴ 
ガシラとも呼ばれている。 

頭と口が大きく、食いしん坊。 

カラ揚げや煮つけにすると、とても美味しいよ 

カゴカキダイ 
色と縞模様がキレイなお魚。 

この縞模様は頭からしっぽに 

むけて入るので魚では「タテジマ」 

と呼ばれる。 

あまり食べないが美味しい・・・らしい 

メジナ 
グレという名で有名だよ。 

高知の磯には大きいのがいるため県外から釣りに来

る人が多いんだよ。 

食べても そりゃ！うまいぜよ。 

カワハギ 
おちょぼ口で釣りのエサを上手にとってしまう魚。 

皮をむいてから調理するのでカワハギといいます。 

肝がおいしい。 

 

釣りゲームは海水魚の実物釣り体験教室でファミリーに大変人気があります。 

プロジェクションマッピングのイベント

高知市立浦戸小学校校長 

藤田 由紀子 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 12 月 21 日(土)桂浜水族館を会場に、 

本校と桂浜水族館共催のプロジェクションマッピ

ングのイベントがありました。上映されたのは、

本校の 1〜3年生が「浦戸の海と魚」をテーマに制

作したデジタル動画の水族館です。子どもたちが

作った魚たちは、夜間特別開館された水族館の魚

達とともに砂浜や水族館の壁面を泳ぎました。そ

の様子を、息を凝らして見つめる子どもたちは笑

顔いっぱいでした。そして、当日は 200 人を超 

える方が子どもたちの作品を観に集まって下さり、 

盛況のうちに終えることができました。 

 浦戸小学校では、総合的な学習・生活科を主体

として、浦戸の自然や人、歴史をテーマにした探

究学習を進めています。浦戸の自然といえばやは

り海と海洋生物であり、水族館での学習は欠かせ

ません。今回は、館内での観察や浦河飼育員さん

による出前授業等で御協力いただきました。浦河

さんによる授業では、魚の形と泳ぎ方の関係をポ

ケモンスタイルで教えて下さり、子どもたちは具

体的なイメージを持って動き方を再現することが

できました。水族館での学びがあったからできた

子どもたちのデジタル水族館でした。 

 このように、本校の子どもたちにとって水族館

はかけがえのない学びの場となっています。今回

のイベントに際しても、急な申し出にもかかわら

ずご快諾下さり、共催として企画運営に関わって

下さいました館長さんをはじめスタッフの皆さん

にお礼申し上げます。ありがとうございました。 
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ガーナ高校生 桂浜で学ぶ 

中田 昌志 

（土佐高 35 回生） 

2019年 8月31日ガーナ高校生一行20名自然・歴

史探訪研修で桂浜へ遠足 

坂本龍馬記念館で学ぶ 

ガーナ高校生一行坂本龍馬記念館で英語解説タ

ブレットを手にし展示室へ入ると、全員真剣な眼

差しとなって見学を始めた。無言である。じっく

り展示を観て回って行く、中には、スマホをかざ

して調べている姿も見受けられた。 

ガーナ生一行は坂本龍馬記念館で、どのように学ん

だか感想文により紹介する。 

デイビット（高１男子 志望：ジャーナリスト） 

坂本龍馬記念館は高知で有数の観光名所だ。坂

本龍馬はガーナで例えるとエンクルマ(アフリカ

独立運動の父、ガーナ共和国初代大統領)だろうか。

彼は日本に近代化をもたらし、世界に向けて開国

を促した人物だ。 

ハンター（高４男子 志望：パイロット） 

日本の侍で、徳川幕府の討幕にかかわったこと

で有名である。1835 年から 1867 年まで生きて、

最後は暗殺された。坂本龍馬に関して僕が一番好

きなことは、日本の伝統と近代化を融合させたこ

とだ。彼が日本の伝統的な装束に合わせて近代的

な靴を履いている点にもそれが見られる。 

フォーミュラ（高 3 男子 志望：実業家） 

33 年しか生きられなかったが、若き侍の情熱を

もって幕末の混乱を収め日本を近代化させるため

に奔走した龍馬は、悲劇の偉人となった。龍馬の

生き様は人々に感化させ、数々の映画やテレビド

ラマになって語り継がれている。記念館では動画

や手紙、龍馬の使用した銃のレプリカなどを展示

して彼を紹介している。 

プロック（高 2 男 志望：会計士） 

彼の人生は本当に格好良い。龍馬は独自の道を

歩み、先見の明があった。彼は日本の改革を試み

た有名な侍の中の 1人だ。ただ、龍馬が凄いのは、

この行動を起こしたのが、紛争が絶えない鎖国し

た日本だということだ。明治維新の前後で有名に

なった侍はたくさんいる。西郷隆盛、大久保利通、

桂小五郎などは日本を開国するために動いたこと

で有名だが、それでも彼らは自分の藩のことを優

先して動いた。一方、坂本龍馬は、日本全体が一

つの国であるとし、協調しあって西洋からの圧力

に対抗すべきと考えた。そのため、藩同士のいさ

かいを治めることに奔走した。 

サビｲ（高 3 女子 志望：皮膚科医） 

坂本龍馬は歴史上重要な人物です。彼は 1835 年

11 月 15 日土佐藩の下級武士の次男として生まれ

たが、裕福な家庭で、19 歳で剣術を学びました。

記念館では「薩長同盟」と、幕府の終焉と天皇の

復権を意味する「大政奉還」が現在の日本を作っ

たということを学びました。龍馬はこれらのこと

を若いうちに成し遂げました。龍馬がこの世を去

ったのが 33 歳でした。この事から私は、どんな時

代や年齢であっても、世の中のために働くことは

できるのだということを学びました。 

エスター（高 3 女子 志望：弁護士） 

龍馬は城下町に生まれ、争わずに平和に徳川幕

府を終わりにする機会を作った人です。龍馬の尽

力の逸話的なところは、日本の発展して行く様を

見届ける前に死んでしまったことです。まるで、

ガーナのエンクルマ大統領みたいだと思いました。

私たちは、坂本家に伝わる刀や龍馬が書き残した

討幕に通じるたくさんの書類を見ました。私にと

っても他の学生にとっても、目を開かせるような

機会であったと思います。 

オバヤ・ヤア（高 3 女子 志望：医師） 

私たちは日本の歴史と成立の過程を学びました。

面白く、有益で、刺激的であり、なお且つ感動的

でした。龍馬がいろいろな方法で日本を助けた偉

人である事を学びました。侍であり、政治家でも

あったのです。33歳で暗殺されてしまいましたが、

徳川政権を顛覆させ、日本をここまで発展するの

を助けたのが龍馬です。徳川幕府に対抗するよう

に仕向けました。こうした龍馬の活躍があって今

日の日本があるのです。龍馬は栄誉を以て記憶さ

れるべき人物です。龍馬の人生は、報酬が保証さ

れていない時でも人々のために最善を尽くすべき

であると私に教えてくれました。 
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坂本龍馬記念館で龍馬の偉業を学んだガーナ生一

行は桂浜荘で大海を眺めながら昼食をすませて、椿

小路を海辺に降りて行った。小路は大きな黒松の根

が地面を這っている木陰路。自然の涼を頂きながら

散策して下った先の岬に「坂本龍馬像」がある。昭

和始め土佐青年有志により建立された。彫刻家本山

白雲は龍馬像に大海原を遠望し命をかけて世界に生

き抜こうとした魂を入魂している。 

ガーナ生一行はガ

ーナ首都アクラに建

立されているガーナ

国独立の父・エンクル

マ初代大統領を彷彿

させたのではないだ

ろうか。余韻を残し浜

辺を怒涛渦巻く龍王

岬へと足を運んだ。潮

風が絶え間なく吹き

寄せる岬でしばし時

の経つのを忘れ大海

原の潮風を胸いっぱ

いにして桂浜水族館へ向かった。 

桂浜水族館はガーナ生によると白波打ち寄せる浜

辺にあるきれいな水族館。見たことのない魚をたく

さん見ることができて楽しかった。 

いくつか、見た目にも怖い生き物もいたが、ほと

んどはきれいだった。亀に餌をやったり、ミノカサ

アゴやヒトデなど珍しいものを観た。アシカのショ

ーを見たときは感動した。動物があんなパフォーマ

ンスをしているところは初めて見た。桂浜水族館は

家族経営の温かい感じのする水族館でした。 

土佐湾に面した桂浜公園の中にあります。ほぼ全

体的に開放的な空間で、海の動物が観客からすぐ近

くにいて、餌ヤリ体験を楽しみ。アシカ。オットセ

イ、ペンギン、ほかにもアカメと呼ばれる非常に珍

しい種類の魚の群れを見ることができました。人気

だといわれるアシカが何でも理解することに大変驚

きました。アシカのトレーナーは、この水族館で働

けて嬉しいと言っていた。・・ガーナ生一行桂浜水族

館で大満足。 

偉人「坂本龍馬」を学び。黒松を背に潮風を胸

いっぱい頂き怒涛渦巻く大海原を望む「桂浜」は 

世界一。桂浜の皆様ありがとうございました。

仲秋の名月桂浜 
中田 昌志（土佐高 35 回生） 

9 月 13日夕暮れ爽やかな秋を感じさせてくれる

潮風、ここ桂浜では月見の準備も相整い、お月さ

まの現れるのを夢膨らまして待っているとこであ

る。ススキも生けられ祭壇も用意された。祭壇に

は土佐 18酒造蔵銘酒が勢ぞろいして祭られた。夕

空に雲あり。 

桂浜水族館には浴衣（ゆかた）着付けのお師匠

さんが来られた、館内では演奏準備も進んでいて、

ベリーダンスも披露されるという。夕暮れの潮騒

は終わる事なく続き飛沫を浴びる潮風は心地よい。

17:30 刻々と時は経つ 17:52 お月さん雲隠れして

姿を現してこない、月見の席では月より団子と酒

を酌み交わ

し賑やかで

ある。海原

は闇となっ

て き た 。

19:21 ベリ

ーダンスが

はじまり、

しなやかに

舞い踊る姿

にほんのりと酔いお顔を見せてくれないお月さん

に代わって今がチャンスとスマホをかざす姿が散

見された。 

19:35 お月さん雲間に一瞬現れたが瞬く間に姿が

消えた。 

砂浜を祭

壇に向かっ

て行くと浴

衣姿のお方

に声をかけ

られた。こ

ちらは暗く

てよくわか

らないので

一瞬戸惑っていると、Ｍです、と、お声をかけて

下さった。ハマスイのお嬢様の優しさに思わず感

激。 

左種崎方向に大きなビルのような灯りが現れた。

なんだろうと観ていると少しずつ動いている。ク

ルーズ船の出航である。全室灯りをつけて室戸の

方角へ。五分十分と経つとやがて姿が観えなくな

っていった。 

桂浜の月見は怒涛渦巻く龍王岬を臨み潮騒と潮

風を満喫しながら浦戸名物「テンプラ」を肴に土

佐銘酒でほろ酔い気分。 

大海原の大自然の宴は最高。 

ありがとうございました。 

ハマスイで遊ぶガーナの高校生 
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見たり 聞いたり イタリア旅 

前田 美樹(土佐高35回生) 

＊田舎が楽しいイタリア旅行 

この何年かハンニバルを追いかけて旅行してい

る。紀元前 218 年スペインを出発、フランスを抜

け、象と共にアルプスを越えてイタリアに侵攻し

たあのハンニバルである。 
判官贔屓ということもあって夫も私もハンニバ

ルを好きだが、研究者ではないので、いわば彼の

足跡をたどりながらイタリアの古い町や村で歴史

に思いをはせ、自然に感動し、愉快な人たちに出

会っては「あ、高知の人みたい」とニヤッとした

りする気楽な旅だ。 

 

ローマやミラノは本当にすばらしい。けれど地

方の景色や食,殊に人の魅力にとりつかれてまた

行きたくなるのもイタリアである。 

＊うれしいおもてなし アグリツーリズモ 

 ミラノに着いた翌日、レンタカーを借りて 
フランスとの国境の峠道にある村に泊まる。この

ホテルはアグリツーリズモ、農家民宿とでも訳す

のだろうか。自家製かその村の産物を食べさせる。

料理は奥さんの手料理で、地のワイン、チーズた

っぷりのニョッキが最高においしかった。部屋は

居心地良くオーナー夫妻のセンスの良さが感じら

れる。窓からは谷を望む絶景、近くにはスキーリ

フトが何本もあり冬場に向けて建設中のホテルも

あった。 

 

だが散歩に行くと、背後の村の、山の斜面にへ

ばりつくような家の何軒かが住人もなく朽ちてい

くのが見える。中には入り口に厩があるような

堂々とした家も人けがない。立派な教会も寂れ果

てて、高知の山村と同じく過疎が進んでいるのだ

な、と心が痛む。絵のようなアルプスの木の家に

住むおっとりした老人夫婦に会った。壁には冬の

暖炉の薪が積まれていて、窓には花がいっぱい、

だが雪深い冬にはこの急勾配の通路は老人たちに

とって難儀だろうと思う。 
 さて、ホテルはフレンドリーな夫婦と高校生の

女の子、大きな犬がいて、私たちのほかに 4 組の

夫婦の団体客と一人旅のくたびれたような若い男

の客がいた。団体さんは近所の人たちかと思った

が翌日駐車場を見てびっくり。素敵なクラシック

ーが並んでいる。アルプスのカーブが続く道でよ

く見かけるクラシックカー愛好家たちの旅行だっ

た。夫が「この車 8000 万円はするよ」、と言う。

一人客はダンディーなレザーのつなぎ姿、バイク

でフランスへツーリングに行ってきたというロー

マのビジネスマン、ヘルメットが日本のアライ製、

世界一安全だよ、と彼は言い、夫と話が弾んだ。 

＊Ｂ＆Ｂもまた楽し  

 旅の後半はローマからアッピア街道を下る自由

旅、夕方 4 時ごろに道路際の看板を見てホテルを

決めた。 

星三つのアルベルゴだが慣れてくるといいホテ

ルを探す勘もさえてくる。やはり家族経営が多く、

古い立派な農家を改造した家は二間続きの部屋で

50 ユーロ(約 6000 円)だった。レストラン付きの

場合、料理自慢のマンマか料理修行した息子がデ

ィナーを作る。庭でいかが？と、たわわに実るレ

モンの木の側、月の光の下にテーブルをしつらえ

てくれた。そんなホテルで翌日予定している遺跡

ミラノから約 100Ｋ、ブレ

ーシアの街のクラシック

ホテルの朝食。 

大きな木が繁る庭で小

鳥の声を聴きながら。 

ハンニバルが

越 え たと 言 わ

れる候補の一

つ、トラベルセ

ッタ峠をフラン

ス側からトレッ

キング。標高２

０ ０ ０ メ ー タ ー

迄はフランス側

は緩やか。 

約２３００年前に着工され

たアッピア街道と松並木。 

現在、ローマ→南イタリア

までの自動車道があるが、

旧街道は切れ切れに残さ

れて当時の石畳と石に刻

まれたわだちの跡が残る。 
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への行き方を尋ねると、若奥さんが分からないよ

うでご主人を呼ぶ、子供たちも両親までが集まっ

てきて、ああでもない、こうでもないと口々に議

論が始まる。こちらはただちょっと聞いただけだ

ったので申し訳なく、もういいよ、と思うがそれ

も言えなくて結論が出るまで待つことになる。イ

タリア人が何か聞かれて「知らない」と言うのを

聞いたことがない。 
出発の朝、畑からちょうど帰ってきたオーナー

の父と息子に会った。大きな背負い篭にいっぱい

アンズと青リンゴを収穫している。あげるから持

って行け、と言う。５個ほどもらったらもっとも

っとと私のずた袋に 60 個ほどアンズと青リンゴ

を入れてくれた。 

＊幸せなイタリアの男たち？ 

 イタリアの街を歩いて感じることは、本屋と靴屋

とメンズの服屋が多いこと。メンズの服屋は婦人服

屋とほぼ同じくらいあると思われる。帯屋町では、

婦人服、男子服の店は 5 対 1 くらいだろうか？ 
以前シチリアの高級ホテルでのこと、庭園で結婚

披露宴が行われていた。マフィアの映画さながらに

6 歳ぐらいの男の子がブラックフォーマル、髪を

7・3 に撫でつけ、いっぱしの男のようにかわいく

着飾った女の子をエスコートしていたのが印象的

だった。 
小さな町でよく目にするのが夕方の散歩、男たち

が多い。住人たちがイベントでもあるかのようにお

しゃれをしてメーンストリートにやってくる。友達

同士、父と息子、時に夫婦連れで、知り合いに会え

ば立ち話をし同じ通りを行ったり来たりする。特別

な日だけと思ったら毎夕そうしておしゃべりをす

るそうだ。ベネチアのブラーノ島でもそうだった。

白いスーツにピンクのネクタイ、知り合いに会うと

パナマ帽のつばに手をやりながら挨拶する紳士、

300ｍほどの通りを何回も行ったり来たりしてい

る様子は、映画を見ているようだった。  
 幼児を抱いた父親やベビーカーを押す父親はど

こでも見かける。母親はしっかり化粧をし、ミニド

レスにハイヒール姿で隣を歩いている。小さな赤ち

ゃんを片腕にヒョイと抱えた大男の姿はどこかユ

ーモラスでもある。 

 また街角の水飲み場や広場の片隅のベンチに掛

けて年取った男たちがたむろしているのをよく見

かける。彼らはあきもせず一日通る人を見たりおし

ゃべりをしたりして過ごしている。パレストリーナ

という町でそんな老人達に「この町にホテルはあり

ますか？」と聞いた。彼らは、アー、あのホテルの

ことだな、とうなずき合うと「この通りをまっすぐ

行って…」と一人が説明を始めた。すると別の人が

「その先の広場の所を…」と引き継いだが始めの人

が「わしが説明しよるじゃないか、ちょっと、黙っ

てろ！」(と言ったと思う）と 2 番目の人を制して

説明を続けた。その様子が子供みたいで笑ってしま

った。日本でも年寄りがよく縁台で碁を打ったりお

しゃべりしていたが、その頃の情景を想い起させる。 

＊ドロミティで桂浜のこと 
 ヘアピンカーブをこれでもか、これでもか、とば

かり登ってきたのがイタリアアルプスの東北エリ

ア、ドロミティ、荒々しくも雄大な景色の中をトレ

ッキングしていた時、6 人グループの中の一人の女

性が日本語で話しかけてきた。彼らはフランス人で

彼女は日本に行ったことがあると言う。「二ホンの

ドコカラキマシタ？」「高知県です。四国の」(どう

せわからないだろうな)と思いながら答えると「コ

ウチ、イキマシタ、ウミ、ドウゾウガアリマシタ。」

「えっ、それ桂浜？」「ソウ！カツラハマ！トテモ

ウツクシイ‼」声が弾んでいた。嬉しかったが世界

中のすばらしい所を歩いている彼女が、なぜ感動し

たかわからなかった。 
旅から3か月余りのある日答えが知りたくて“MY

遊バス”で桂浜を訪ねた。龍馬の銅像のある丘から

浜を見ると、龍王岬で完結したこじんまりした弓な

りの浜と岩が見える。自然が配置した岩と急角度で

沈み込む浜から波打ち際は海の奥深さが感じられる。

この箱庭のような調和性とはるかに無限の海を借景

としてそれを打ち破る激しい波に、日本的な美を感

じたのではなかろうかと思われた。龍王岬の上の展

望台から見る太平洋も外せない。桂浜たよりに中城

氏が書かれた＜浦戸の歴史と文化＞を読むと、この

景色が何倍もの深みを帯びてくる。浦戸城の遺構を

見てみたい。イタリア人の遺跡の復元に燃やす情熱

を少し土佐人にも分けてほしいところだ。 
 さて、一つ提案、せっかく水族館の魚の解説にお

いしい食べ方が書かれているのに(そんな水族館見

たことがない)それを食べさせるところがないのが

残念。毎朝浦戸に上がる魚と近辺の農家でとれる野

菜や花を売る直売店と、小屋掛けでも天ぷらや塩焼

にした魚を食べさせる店を是非作っていただきた

い。この景色を見ながら新鮮な海の幸を頂けたら最

高。時代は地元でとれた自然のものを頂く、スロー

フードの流れだ。 

街 角 に たむ

ろしておしゃ

べ り に 余 念

が な い 熟 年

の男性たち。 

すごく親切、

但し絶対イタ

リア語。 
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脊椎動物「進化」のお話 
７ 歯の形 

歯は鳥類を除くほとんどの脊椎動物の口腔に存在

し、その形態と機能は進化の中で様々に変化してき

ました。魚類、両生類、爬虫類は基本的に同じ形を

した歯を持つ同形歯性で、顎の中に複数の後継歯が

用意されており、何回となく生え変わるものを多生

歯性（サメ、イシダイ）と言います。一方、哺乳類

は歯列内の位置によって形態の異なる歯を持つ異形

歯性で、生え変わることなく伸び続ける常生歯（ネ

ズミの切歯）、１回だけ生え変わるものを二生歯性

（ヒト、犬）などがあります。爬虫類以下の動物の

歯は基本的に円錐形の単錐歯型で形の上での歯種の

区別はありませんが、魚類では食性に応じた様々な

歯の形態がみられます。ヒトでは歯列内の位置で異

なる役割を担うため歯の形態分化に著しい差異がみ

られ、食べ物を噛み切るハサミのような切歯、肉を

噛み切るナイフのような犬歯、噛み切った食物をす

り潰す臼のような小臼歯と大臼歯があります。この

ように肉食動物は鋭い円錐形の歯を持ち、草食動物

は表面が平坦ですり潰すのに機能的な歯を持ってい

ます。その結果、動物の歯をみれば肉食か草食かと

いう食性の傾向が判別でき、ヒトは雑食性と言えま

す。歯は進化とともに同形歯性から異形歯性へと進

化しました。哺乳類は多様な咀嚼様式を獲得するこ

とで様々な食物を利用することができるようになり

ました。恐竜が絶滅した地球上で哺乳類が繁栄を遂

げたのは歯の形態や構造の進化がひと役かったもの

と考えられます。 

戸田善久（土佐高３１回生）

2020 年 1月 1日 初日の出 
新年あけましておめでとうございます。 

2020 元旦 桂浜の船出がはじまった。 
桂浜は夜明け前より続々と大勢の人々が集い、 

砂浜を埋めた。 

海と空の境を起点に光の彩が空間を染めはじめ 
てそして拡げてゆく、そして 水平線の一点が特

に明るく輝き出した。海が燃え上がってきた。 

闇夜が徐々に薄明るくなってくる、 
水平線には少し雲があるように見られるが、 
刻々とあかるくなってくる。 

初日の出のご来光である。一斉に歓声が上がり、 
思い思いに心から新年のはじまりを祝った。 
美しく、そして平穏なこのひと時が、本年はもと

よりいつまでもと願わざるを得ない桂浜の元旦であ

った。＊（まさに天然の美を実感した元旦でした。

素人のカメラマンの腕ではこの光景を伝えきれない

のが残念です。）“桂浜を守り育てる会”永国雅彦 

桂浜たより：「森の中の高知駅 HP」に全号掲載中 

森の中の高知駅 HP：https:/mori-kochi-eki.jimdofree.com 

桂浜水族館 https://katurahama-aq.jp/ 

桂浜水族館 公式 Facebook 

https://www.facebook.com/katurahama/?epa=SEARCH_BOX  

桂浜水族館 公式 Instagram（インスタグラム）
https://www.instagram.com/katurahama_aq/?hl=ja 
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地域の出来事 

＊桂浜 竜宮祭り（平成 31 年 4 月 28 日） 

 恒例の桂浜龍王岬にある「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所謂「竜宮祭」

が行われた。（主催浦戸連合町内会） 

＊桂浜 観月祭（令和元年 9月 13日） 

 恒例の観月祭が行われた（主催高知市観光協会） 

 ハマスイでも、音と光の観月祭と称し音楽やベリ

ーダンスなどで楽しみ、また浴衣で酔っちゃうわ ナ

イトで料理とお酒を楽しんだ。（本文に紹介記事あり） 

＊こうち南 Fes（令和元年 11 月 3日） 

地域振興のため高知市南部の御畳瀬、長浜、浦戸

の3地区が交流イベントを開催した。みませ祭(御畳

瀬)、元親こじゃんと楽市（長浜）そして、うらら音

楽祭（浦戸）を同時に開き、各地区間はレトロノ三

輪乗合車や観光船でつなぎ参加者を大いに楽しませ

た。（主催こうち南フェス実行委員会 事務局 高知

市政策企画課） 

 

＊浦戸稲荷神社祭（令和元年 11 月 7 日） 

浦戸の氏神様の稲荷神社祭りでハマスイからも神

輿担ぎに参加した。 

 

＊桂浜 りょうま祭（令和元年 11月 17 日）  

 恒例のりょうま祭が桂浜で行われた。（主催高知市

観光協会） 

＊浦戸 六体地蔵尊修復、整備事業落成法要 

（令和元年 12月 15日） 

前号で紹介した六体地蔵・阿弥陀如来像の修復工

事が完成し、高知県知事、高知市長などの参列を得

てその落成法要が営まれた。（主催長宗我部顕彰会） 

なお本事業は一般市民からの浄財（500 万円）で賄わ

れた。 

編集後記  

「桂浜たより第八号」令和二年新年号として発行が

叶いました。ご投稿下さいました皆様方に厚く御礼

を申し上げます。 

 今号「子」年の話題となっているハマスイ「カピ

バラ」の誕生、館長のつぶやき、そして、海外の人

が桂浜や龍馬をどのように捉えているか、ガーナ高

校生の感想文から抜粋してみた。又、前田さまから

ご投稿頂いた「見たり 聞いたり イタリア旅」に

よりますと、ドロミティで出会ったフランス人の彼

女は「カツラハマ」、「トテモ ウツクシイ」声が弾

んでいたとあります。こう話なされたのも、桂浜の

美しい自然景観が特に印象に残っていたことでしょ

う。そして、前田様よりご提案を頂きました。「この

景色を見ながら新鮮な海の幸を頂けたら最高。時代

は地元でとれた自然のものを頂く、スローフードの

流れだ。」  

このことばは今後、桂浜の開発発展等の取り組み

に参考すべき事と強く感じた次第です。 

校正編集では（株）Reproduction市川様にご協力

を頂き誠にありがたくお礼申し上げます。     

（なかたまさし） 
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