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桂浜たより第十号
（桂浜を守り育てる会ー桂浜水族館応援団ー会報）

「創立９０周年に向けて 行くぞ！ 令和３年正月 撮影」

ごあいさつ

新春のお慶びを申し上げます。

コロナ禍はまだつづいています。

コロナ明けを祈り、繁忙を念じて明日に備えたいです。

昨年は世の中の変化を実感しました。

そしてハマスイも変わりました。

本年はハマスイの創立９０周年の記念年でもあります。

Change！change！

高知家の水族館として変わり続けてゆきたいと思います。

日頃のご声援感謝の至りです。

本年もご指導方よろしくお願いします。

(桂浜を守り育てる会 代表 ながくに まさひこ)      

イラスト ひな
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―桂浜と物語―

         
尾﨑 正直

(土佐高６１回生)

父に連れられて初めて坂本龍馬像を訪れたのは、

まだ小学校に入りたての頃。父曰く、残念なことに

若くして殺されてしまったが偉い偉い人だと。幼

い私は、どう偉いかは分からず、さぞ痛かったろう

などと思いながら、その大きな像を仰ぎ見た、その

ことを今もおぼろげながらに覚えています。

そして、桂浜水族館へ。カメやウツボの水槽の前

で、手を噛まれたら大変だから気をつけて、と父に

言われ、ドキドキしながら水槽を覗き込み、餌もあ

げながら、かすかに水槽から磯の香りがした、そん

な遠い遠い記憶もあります。

思えば、小さいからこそ、水槽の生き物に手の届

く身近で親しみやすい水族館であることは、今も

変わらず同じです。

「竜馬がゆく」をバイブルとして育った私にとっ

て、いつしか龍馬像の立つ地は志の聖地となりま

した。成人の頃には、志を抱いて何度も龍馬像を訪

れ、力を賜らんと語りかける、私もそうした龍馬か

ぶれの一人でした。

坂本龍馬像 令和三年元旦 写真 土佐龍将

そんな私も、東京や外国暮らしのため、しばらく

桂浜から遠のいた時期があります。そして 10年ほ

どして三十路を超えた頃、今度は私が父として幼

子を連れて桂浜を訪れました。幼き長男にも大き

な志を持ってもらいたいとの思いで、私が父にし

てもらったように、ほら龍馬さんだよ、偉い偉い人

だ、と教え、そして、胸元に長男を抱っこして、共

に海を眺めたものです。考えてみれば、まだオムツ

の頃。長男は何も覚えていないでしょうが。

外国勤務の身で東京でさえ郷愁を覚えた当時、

まして、高知の桂浜ともなると自分の志の原点に

立った思いで胸が一杯でした。そして、長男を抱っ

こしたまま、龍馬さんに今度は自分の近況を語り、

夢を語った。

桂浜と竜王岬 令和三年元旦 写真 土佐龍将

桂浜の龍馬像は見るものではなく、訪れるもの

であり、語りかけるもの。多くの方がこうおっしゃ

るとおり、私も誠に多くを語りかけた一人です。

そして、40 歳を超えるころ、私にとって桂浜は、

恩人とも言える存在となりました。県勢浮揚を目

指す高知県知事にとって、言うまでもなく観光振

興は最重要課題の一つ。そして、高知にとって幕末

維新の歴史観光が４番バッターであり、その牽引

役となったのが桂浜であったことは誰もが認める

ところでしょう。平成 22年当時、大河ドラマ「龍

馬伝」を起爆剤として高知観光の飛躍を図りたい

と願った私にとって、桂浜まで往復するシャトル

バスが観光客であふれんばかりになった様は、ま

さに夢のひとつがかなった光景でした。幼いころ

から憧れた龍馬さんが、厳しい厳しい高知を助け

てくれているのだと大真面目に思ったものです。

私と桂浜を巡っては、小学生、20 歳、30歳、40

歳の頃と、年に応じてこうしたそれぞれの物語が

あります。そして、この私もそうであるように、桂

浜に携わる方、桂浜に思いをもって訪れる方、それ
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ぞれにそれぞれの桂浜があることでしょう。

知事としての仕事を通じて、私もそのいくつか

の思いに触れることができました。桂浜の坂本龍

馬記念館は、当時の若者が多くの人々から寄付を

募ることによって出来上がったものです。その志

は今や高知県観光に大きな大きな恩恵をもたらし

てくれています。長曽我部氏の本拠となった浦戸

城跡の再興を夢見る方々も多数おいでになります。

龍馬記念館の更なるグレードアップを、との多く

の方々の想いによって、その新館建設はなりまし

た。博物館仕様の施設に展示される数々の本物の

歴史資料から、歴史の息吹を、志士達の志を直に感

じる若者も数多く出てくるはずです。そして、貴誌

にも多く寄せられるように、日本最古の水族館を

守り育てようとする多くの皆様の思いがあります。

龍馬像から坂本龍馬記念館まで。その間の、美し

き五色の浜と龍王岬の先に広がる雄大な太平洋。

この地に、単なる風光明美な景勝地とは異なる独

特の魅力があるのは、この美しき景色とともに熱

い熱い物語があるからでしょう。全国に景勝地は

たくさんありますが、桂浜には人々の志をくすぐ

る、歴史の、そして、自らの物語がある。

その独特の物語ゆえに、今もこれだけ多くの

方々を魅きつけるのだと思います。

物語は創り手の力によって更に膨らんでいくも

のです。そして、今、桂浜にも新たな物語が生まれ

ようとしています。

開館 90 年を迎える桂浜水族館。日本でも最も古

い水族館の新たな取り組みが、今、全国の注目を集

めています。その若きスタッフたちの SNS などを

通じた発信は、誠にお見事。公式マスコットキャラ

クターおとどちゃんとスタッフの絶妙なるコラボ。

お客さんがおらずとも、それならそれで逆立ちし

て発信してみせる逆転の発想。

イケメンスタッフとして全国放送での出演を果

たす抜群の発信力。全国的な人気者山里亮太さん

を虜にするカピバラの赤ちゃん、ムムとテテ。愛く

るしい動物を飼育する施設は数々あれど、ベビー

たちが大物タレントとがっちりコラボする施設は

そうはないでしょう。

龍王岬の先に広がる雄大な太平洋 写真 土佐龍将

桂浜水族館を中心におりなされる物語は、新た

なツールにのって、全国に広がっていっています。

今後、桂浜公園の再開発も進められると伺ってい

ます。開館 100 年の節目の年に向けて、新しい物

語が今後も次々と生まれ、そして、多くの方々を魅

了し続けていくこととなりますように。そして、今

後とも、高知の観光のみならず、志を持つ若者の牽

引役であり続けてくださいますように。

桂浜によせる私の 50 歳を超えた今の思いです。

尾﨑正直略歴

出身地：高知市

生年月日：昭和 42年 9 月 14日

平成 3 年 3月：東京大学経済学部卒業

平成 3 年 4月：大蔵省（現 財務省）入省

外務省在インドネシア大使館

一等書記、

      主計局主査、

      内閣官房副長官秘書官、等

平成 19 年 10 月：財務省退職

平成 19 年 12 月：高知県知事就任

令和元年 12 月：高知県知事（3 期目）

任期満了により退任

カピバラ 写真 おとど
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美人？館長のモノローグ 桂浜水族館館長 秋澤 志名

2020 年。新型コロナとい

う新手の脅威が世界を変え

た。働き方、生き方・・・。

ここハマスイにも大きな影

響を与えたと思っている。

今年2021年は、桂浜水族館

90周年だ。

2020 年は、今年の 90 周年

にむけて水族館業界でも珍

しい博物館を取得している

部分を前面に様々な飼育展

示や教育イベントなどを手掛ける準備をする 1 年に

なるはずだった。2015 年の 85 周年から全国への桂

浜水族館を周知する活動を行ってきた。なんか変わ

るで！マイナスをプラスに！ずっと言い続け 90 周

年には水族館の枠にとどまらない水族館として歩む

はずだった。リニューアル予算もとり、スタッフ育

成も急ピッチで行っていた矢先のコロナ禍。

「どないなんの？！」

戦後初めての休館。若手スタッフの保証。生体の

維持。収入無くとも支出は変わらず。

経営的にも頭抱えることもあったが、なによりもス

タッフの精神面が気になった。きっと彼らは私より

も不安だっただろう。生きてきた年数。経験してき

た出来事の数。きっと図太いのは私。繊細な若い彼

らは・・・。

私にとって息子世代のスタッフをいかに安心させ

毎日を楽しく生きてもらえるか。心配だった。しか

し、私の心配もどこ吹く風。個性派ぞろいのかわい

いスタッフたちは、毎日笑いながら楽しそうにいき

ものたちと変わらず生きていた。それに、ハマスイ

のいきものは今日もかわらず私に「おかん元気？」

と語りかけてくる。私の「どないなんの？」もすぐ

に薄れて消滅していった。「なんちゃ、心配らぁせ

んでも、なんとかなるかぁ～♬」いつものてやてや

（いいかげん）な私の悪いとこでもあり、良いとこ

ろでもある。私が館長就任してからは、マイナスな

出来事ばかりだが、すべてプラスに変えてきた。今

回もプラスに変えたらいいだけ。大丈夫！！

2020 年 9月 28日。ニュースが早朝飛び込んだ！

コツメカワウソの王子

くんと桜（おう）ちゃ

んに4匹の赤ちゃんが

誕生した。コロナ禍で

辟易とした世の中に明

るい話題だ。

初産の桜は、誰に教

わるわけでもなく母親

として、王子もしかり、父親として立派に4匹の子

供を育てている。子どもたちもすくすくと成長し

た。これは、希望しかない！！

ハマスイの90周年は、希望に満ちた年になるし

かないだろう。

昨年は、飼育スタッフの写真集という業界初の出

版物やイケメン飼育員というワードをも作り出し

た。賛否両論あれど、いきものに真剣に一生懸命に

向かい合うスタッフを見てほしい。水族館はいきも

のを見に行くところ。そのいきものを活かすもスタ

ッフだ。なぜスタッフをウリにして悪い！これほど

までに真摯に働く者が裏方でなくてはいけない？イ

ケメンとは容姿ではないのだ。その様をイケメンと

いうのだ。100 周年に完成目標とする「おらんくの

水族館」を目指すうえで必要な情報ではないか。

何事も枠に囚われてはならない。希望とはそういう

ものだと思う。破天荒なはちきん館長がまた何をや

らかすか？乞うご期待してほしい。いや、私以上に

個性豊かなスタッフたちが頑張って話題を提供する

はずだ。

この「桂浜だより」を発行してくれている「桂

浜を守り育てる会」も 2021 年はまた進化するで

あろう。我が館が建つ桂浜の浦戸地区には、たく

さんの歴史がある。私たちが知らない歴史を知っ

た諸先輩方がたくさん所属している会だ。後世に

伝えるべき事柄を述べてくれるそうだ。館の歴史

と共に地域の歴史も記していくことは高知にとっ

ても重要だろう。楽しみでしかない。

ここ浦戸は良くも悪くも手が入っていない。マ

イナスに捉えがちだが、プラスではないだろう

か。浦戸城はなくなってしまったが、まだまだ多

くの史跡や歴史を垣間見ることが出来る貴重な地

域なのだ。桂浜再整備計画が進んでいる今こそ、

桂浜の魅力や歴史を大切にしていきたいと思う。

桂浜水族館は桂浜の大いなる自然の恵のもと 90

年という歴史を歩んで来たし、これから先 100周

年もこの素晴らしい桂浜の地で迎えることが大事

なことだろう。
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コツメカワウソの子育て 奮闘記
桂浜水族館 ショーチームリーダー

丸野 貴也

2020 年 9月 28日（月）午前3時 49分、私の元に

電話が入った。水族館の宿直担当からだった。「コツ

メカワウソの飼育舎から普段は聞き慣れない声が聞

こえる。」それを聞いた私は「あぁ、ようやくか。」

と思った。

コツメカワウソはカワウソ類の中では体が一番小

さく全国の動物園や水族館で見ることができるカワ

ウソである。野生では主に東南アジアの沼や湖など

の湿地帯に生息しており、小規模の群れを形成する。

主食はカニなどの甲殻類で小魚や昆虫、小型の鳥類

も食べている。当館ではキャットフードを中心に、

サバやワカサギを与えている。コツメカワウソは１

日に体重の約10～15％の量の餌を食べる。これは人

間に例えると体重 60kg の人が毎日 8kg のご飯を食

べるのと変わりない。

当館では 7 頭のコツメカワウソを飼育している。

16歳の老齢個体1頭、夫婦の2頭、そしてその夫婦

の間に生まれた４頭の仔カワウソだ。コツメカワウ

ソの出産は当館ではほとんど初めてのことで快挙と

なった。

母親の「桜（おう）」が妊娠と気づいたのは出産の

約１か月前だった。餌の食いつきが増して、お腹が

張っており、乳首が突出していた。「もしかして・・・」

と感じ、確信のないふわふわした喜びがこみ上げて

きたことを今でも覚えている。それからは「桜」の

体重測定を毎朝行ないその数値を記録した。どんど

ん増えていく体重とともに我々飼育員の喜びも強く

なっていった。しかし、初めてのコツメカワウソの

妊娠、そして間もなく訪れる出産。飼育員は皆どの

ように飼育管理すればいいのか全くわからない。コ

ツメカワウソは出産後、「食害」といって母親が自ら

産んだ仔を食べてしまう事例も珍しくない。それに

加え、上手く子育てできずに育児放棄ということも

ある。私はコツメカワウソの出産経験のある動物園

と水族館を調べることにし、この不安を紛らわせよ

うとした。仔は何頭産まれる？産まれた時の仔の体

重は？離乳はいつから？人の手で育てる「人工哺育」

の方法は？出産前後の母親のケアの仕方は？これか

ら私たちに訪れる不安というもの全てに向き合った。

そして、不安がどんどん小さくなって、希望がどん

どん大きくなっていくのを感じていた。早く産まれ

て来い！という気持ちが前に出過ぎて、飼育業務最

後の夕礼の時には「明日、産まれます！」と何度報

告したことだろう。

2020 年 9月 28日（月）午前3時 49分。１頭目の

赤ちゃんが産まれた。

「ようやくか。」真夜中に水族館へ向かい、コツメ

カワウソの飼育舎の前に立ち耳を澄ませると「キィ

ーキィー」と高い鳴き声が聞こえた。その時の私は

気持ちとは裏腹にかなり冷静でいた。とにかく館長

へ報告し、出産後に向けて前々から練っておいた計

画通りに動き始めた。まずは母親のケアからだ。

朝日が昇り、皆が出勤してきた。いつもの時間に

カワウソの朝の餌やりを始める。母親は出産にかな

り体力を使っているはずだから餌の量は普段より増

量した。餌やりを開始する前に窓から様子を見ると、

白い大福サイズの赤ちゃんが確認できた。いざ、計

画通り餌やりするが、母親が寄ってこない。仔らに

張り付いて警戒した目でこちらを見ている。「桜ちゃ

ん朝ごはんだよー」と声をかけ続けると少しずつ近づ

いてくれ、むしゃむしゃと餌を食べてくれた。朝ごは

ん終了、完食してくれてようやく一安心。

13時15分、

お昼ご飯の時

間になり桜の

もとに近づく

と仔の鳴き声

が重なって聞

こえる！巣箱

の中を見ると

仔が 4 頭になっていた！桜が出産したようだ。コツ

メカワウソは一度の出産に 1～7 頭ほどの仔を産む

ので不思議ではないが、こんなにも時間差（約 4 時

間）のある追加出産だとは驚いた。桜を観察すると

口元に少し血が付いている。とにかく餌を与えよう

と声をかけて呼ぶと、勢いよく近づいて餌にかぶり

ついた。桜に餌を与えながら巣箱の中を見ると、仔

の姿をよく観察することができた。4 頭とも体の毛

は白く、眼は開いていない。もぞもぞと動いて時折

「キィー」と鳴いている。一気に餌を食べ終わり桜

はすぐに仔の元に戻る。「おっぱいちゃんとあげるか

な・・・」と思った瞬間には桜は仔らを抱きかかえ

おっぱいに上手く誘導し始めた。仔らも乳首に吸い

付く。誰もが想像する完璧な子育てだ。

その後は何の心配もなく仔はすくすくと育った。

仔の体重も毎日約 8ｇずつ増え元気いっぱいだ。走

り回る赤ちゃんたちを水族館へ是非、見に来ていた

だきたい。※仔の成長を映像でご覧いただきたい場

合は YouTube の桂浜水族館公式チャンネルを検索す

ると、産まれた時からの成長を追うことができます。
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ハマスイ 飼育に携わって
     ＜ごあいさつ＞

桂浜水族館飼育顧問

大鹿 達弥

2020 年、今までこんな波乱に満ちた年があった

だろうか。全世界に及ぼすコロナ禍の影響は、当

然桂浜水族館（以下、桂浜）にもダメージを与えて

いるのである。そんな渦中に、私を飼育顧問とい

う形でお声を掛けて頂いた。今年の春まで「神戸

市立須磨海浜水族園（以下、須磨）」に約 30 年に

勤務していたのだが、訳あってその水族館を後に

した。私にとって、須磨が命であり人生そのもの

だったので、よもや他の水族館に関わる事になろ

うとは米粒程にも考えていなかった。しかし、水

族館業界を離れようとしていた私にとって、まだ

この業界に残れという天命か何かと考え、飼育顧

問の就任をお受けさせて頂いた次第である。

これまでもちろん桂浜という水族館は、須磨と

姉妹園館だった関係もあり、知ってはいたし理解

していたつもりではあった。しかし、いざ飼育顧

問として中に入り込むと、その独特の世界観と対

面することになる。まず、飼育の全てが須磨と違

うのである。何が違うのか…？そう全てが違うの

である。これは、大変興味深い出来事である。私も

須磨での飼育経験しかない。よって、須磨の飼育

手法が正解という訳ではないだろう。須磨は全国

的に大型な水族館で、飼育員は総勢 45 名いた。そ

うなると、勿論組織立って飼育することになる。

かたや桂浜はパっと見渡す限り 7 名で、しかもな

ぜか全員がほぼ 20 歳代と若いのである。これには

流石に改めて驚いたのを記憶している。こうなっ

ていると、仕事を組織立てられないのである。

魚類・海獣にそれぞれリーダーはいるものの、

同じ年代の飼育員を統率し指導していくのは、さ

ぞ難しかろうと思われる。私は「年の功」という言

葉が嫌いではない。水族館において「年の功＝経

験値」だと思っているからだ。いくら若い子たち

が優秀だとしても、この値だけは持ち得てはいな

い。生物の状態チェックや水槽設備の管理、引い

ては外部の人たち（漁師など）の関係構築は、この

値に頼るとこは実に大きい。私はただ一つの水族

館しか経験していない故、桂浜に適した飼育指導

は出来ないかも知れないが、この“値”だけは桂浜

の若い飼育員に教えていこうと考える次第である。

最後に、桂浜は開業 90 年を迎える事は大変喜ば

しいし、その築き上げた水族館文化をこれからも

大切に守ってもらいたいと思う。これを考えると、

今いる飼育員たちが若いこともあり、前途洋々で

あることは間違いない。最近は SNS で話題をさら

っている事は素晴らしい。しかし、水族館の基本

的な「生物を観に来てくれる」というお客様を大

事にしなければ、全てが嘘になってしまう。やは

り“飼育”というところで全国的にも認められる

ようになって 90 年、いや 100 年以上続く水族館に

なってもらいたいと願う次第である。
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2020 年 ハマスイの出来事

・水族館の長期休館 コロナ禍により創業以来の年中無休の制度がやぶれ、長期休館を余儀なくされ

た。（４月１３日～５月１０日）

・公式 You tube の開設 水族館公式 SNS としてスタッフブログ、Twitter、Facebook、Instagram につい

で YouTube を開設した（４月２９日）

・ハマスイ基金の開設 公益社団法人桂浜水族館の経営支援の目的で寄付金を募る

ハマスイ基金を開設した。なお寄付金は税制上の優遇措置が受けられます。（５

月２日開設）

・「ダツ de ダーツ」   高知家～go to ハマスイ

高知県下の市町村をダーツボードに見立て刺さった市町村の住民を対象に入

館料半額のキャンペーンを始めた（７月）

・大鹿 達弥氏顧問就任 飼育顧問として 前 須磨水族館 飼育部長の大鹿達弥氏が就任した。（７月）

＜６P に関連記事＞

・ハロウィンイベント 年々勢いを増すハロウィン。ハマスイも満を持してハマハロ（ハロウィンのハ

マスイイベント）を実施した。

               （10月 31 日、18：00～21：00、入館者約 500 名前年比 1.3 前々年比 1.8）

・ハマスイ書籍の発刊 ハマスイの飼育員らをクローズアップした書籍が相次いで出版された。

               販売記念イベントが１２月５日 TUTAYA万々と金高堂本店で開催された。              

書   名 著 者 発行所 備 考

桂浜水族館へようこそ ジーオーテ

ィ

写真集

桂浜水族館 公認飼育員

のトリセツ

辰巳出版 ファンブック

小説宝石より

「桂浜水族館ダイアリー」

おとど 光文社 連載もの

１２月号

１-２月号

既刊

  （関連記事８ページ掲載）

・動物の動き ① コツメカワウソ出産

９月２８日 待望のカワウソが誕生した。４匹で母子ともども元気でスクスク、す

こやかに育っている。

命名式を行い名前はそれぞれ秀太郎、文太郎、楓、お浜と命名された。新年２

日にお披露目公開された。（本誌 記事参照）

② オットセイの来館２頭のミナミアメリカオットセイが京都水族館からやって

きた。これで当館飼育の鰭脚類ではアシカ、トド、オットセイが勢ぞろいしたこと

になった。2頭のペアも元気で９０周年の記念年を飾ってくれると期待されている。

（本誌 記事参照）
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ミナミアメリカオットセイ 搬入記

桂浜水族館 ショーチームリーダー

丸野 貴也

2020 年 12 月 14 日に桂浜水族館に新しい仲間が

加わった。2頭のミナミアメリカオットセイだ。ミ

ナミアメリカオットセイは名前の通り南米に生息

しており、メスは体長 1.4ｍ 体重 40～50kg オス

は体長 1.9ｍ 体重 120～200kg（オスはメスより大

きい）になる小型のアシカ類である。近年、日本の

水族館で多く飼育され始めた種で桂浜水族館でも約

30年前に飼育していた記録がある。

この度 2 頭のオットセイは京都水族館からやっ

てきた。どうやって輸送したのか、という質問を

よくお客様から頂くが、答えは至って普通で「車」

で輸送する。大型犬用のケージにオットセイを収

容して、高速道路を利用する。京都水族館から桂

浜水族館までの移動時間は、輸送中はこまめにサ

ービスエリアで休憩をとったりするので約 6 時間

かかる。休憩中はケージの窓からオットセイの様

子を観察する。呼吸は落ち着いているか、体の震

えはないか、餌を見せた時の反応などをチェック

する。動物の状態に応じて、噴霧器で体を冷やし

たり餌の中に薬を詰めて投与する。今回の輸送で

は何の問題もなく行われた。時折、吠えることは

あったが・・・。到着してからは、車からケージを

降ろして体重を測り、用意したオットセイ用のプ

ールに 2 頭をリリースする。リリースの時だいた

い 5分～10分ほどケージに籠って出てこないこと

が多いのだが、2 頭のオットセイは勢いよくケー

ジから出てプールに泳ぎ出した。すかさず準備し

ておいた餌（アジやサバなどの魚）を見せる。2 頭

はプールをぐるっと一周してから餌に近づきパク

パクと食べだした。この時点で我々飼育員はよう

やく一息つける。ミナミアメリカオットセイの輸

送は無事に終了した。

今回やってきた 2 頭のミナミアメリカオットセ

イは今後、ショーやふれあいといったイベントに

向けて飼育している。ちなみに 2 頭はオスメスの

ペアである。つまりこの先 2 頭の間に赤ちゃんが

産まれる可能性もある。90 周年を迎えた桂浜水族

館を記念して 2 頭は「キネンくん」（記念）と「ク

オちゃん」（90）と名付けた。今後の活躍に期待だ。

高知新聞 2020 令和 2年 12 月 5日より

イラスト ひな
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桂浜を守り育てる会からの報告

・桂浜の出来事（令和２年 １月～１２月）
昨年は素晴らしい元旦を迎え希望に満ちた年明けだったが、思いもよらぬコロナ禍事件で桂浜も多大  

の被害を被っている。

桂浜公園は一時閉鎖され、恒例のイベントの竜宮祭や GW の諸行事も中止された。

また繁忙期の８月の高知のメイン行事ヨサコイ祭りも中止され観光地桂浜も大きな痛手であった。

その後観月祭、龍馬祭は規模縮小して実施されたが、コロナ第三波も未だ収まらずできる限り早期の

終焉を待ちこがれている状態です。

桂浜各施設の稼働状況（令和２年１～１２月）

施設名 休館 期間 集客状況

桂浜公園駐車場 ４月２９日～５月１０日 車数 133.200 台

対前年度比 67.7％

坂本龍馬記念館 ３月６日～３月２２日

４月１０日～５月１０日

桂浜荘 ４月１日～７月３１日

桂浜水族館 ４月１３日～５月１０日 入館者数 76.200＊

対前年度比 73.0％

     ＊桂浜水族館入館者数は新館リニューアル開館（1984 年）以来年間最低記録となった。

・桂浜公園の整備計画の前倒し工事
前号でもお知らせしたとおり桂浜公園整備事業は令和４年度（2023）から新しい運営会社に委ねら

れ、エントランス部（土産店、駐車場など）が着工予定である。

今般、高知市は高知県のコロナ対策を背景とした屋外観光施設整備補助金を利用して観光案内所、バ

ス待合所、休憩所、トイレ、遊歩道などの改装整備を前倒しして行うことを発表した。

このアメニティ前倒し工事は７月から着工予定で、工事費は３億６千万円が予算に盛り込まれた。

・花いっぱいの会の設立

「桂浜を守り育てる会・花いっぱいの会」を 10月に設立した。

高知市の助成制度を利用して桂浜公園内に花壇を設けて管理してゆくことになった。

当面はシクラメン、クローバを主体に植え付け年２回の植え替えを計画している。

  
水族館構内の花壇            水族館玄関前の鉢植え

・桂浜竜王宮の手摺の補修工事（塗装）
竜王岬の竜宮様の手摺柵が腐食し見苦しく、また安全上の問題もあり本会の寄付行為で塗り替え補修  

した。（６月、本件前号で報告済）

・桂浜公園に休憩用ベンチ等の設置
公園の浜辺での休憩用施設が少なく、木製縁台を新たに製作して、ベンチと共に、公園内に高知市の

使用許可を得て本会で設置した。（10月、

ひのき縁台２脚、ベンチ３基）
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桂浜沖のサンゴ礁の調査
桂浜沖合のサンゴ生育状態の調査が黒潮生物研究所によって行われた。18 種のサンゴが確認され

多種類の生き物が生育する豊かな、にぎやかな海であることが示唆された。

編集後記

桂浜たより第十号発行につきましては、コロナ

禍中にも拘わらず皆さま方のご協力を頂き、お蔭

様で発行できました。厚く御礼申し上げます。

尾﨑様におかれましては大変ご多忙のところ、

桂浜にかかわる全てを網羅した「桂浜の物語」を

ご寄稿下さり一読して思わず感動した次第でし

て。誠にありがとうございました。

桂浜水族館はコロナ苦境下にも負けず

YouTubeの開設や公式 SNSの絶妙な発信で新た

な展開・戦略を模索しています。おとどちゃんの

言葉でダイアリーを発信しフォロワーが２０万回

を超す人気です。月刊誌「小説宝石」に「桂浜水

族館ダイアリー」（文・写真おとど イラストひ

な）が連載され始めました。

桂浜水族館は今年創立９０周年を迎えます。

益々のご発展をお祈りする次第です。

桂浜水族館の皆々様には大変ご協力を頂き発行

がかないました。改めて御礼申し上げます。

校正編集では（株）Reproduction市川様にご協

力頂き御礼申し上げます。（なかた まさし）

桂浜たより第十号
2021 年 1 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

桂浜の初日の出 令和三年


