
コロナ禍がまだつづいています。
ここ　桂浜もハマスイも厳しい状態が続いています。　
オリンピックも始まりました。
期待と不安で入り乱れています。
　
地球的変動　変革が　具現化してきました。
社会も産業もみるみるうちに、あれよあれよ、あっという間に
気が付いたらいつの間にか　変わってた、てなことを実感してます。
くわばら、くわばら　ですが　かわして、前に進むしかありません。

いろいろな顔を見せる桂浜風景ですが荒波を乗り越えてまた穏やかな
顔をのぞかせてくれるでしょう。
南国土佐の観光名所にふさわしい「美しい桂浜」をいつまでもと願い、
よろしくご声援をお願いします。

桂浜を守り育てる会　代表　ながくに　まさひこ アシカの赤ちゃん（2021年6月19日誕生）

荒波を乗り越えて…桂浜（龍王岬より望む） 写真：土佐龍将

ごあいさつ

桂浜を守り育てる会　会計報告 （令和２年４月１日～令和３年３月末日）

編集後記

第11号桂浜たより
桂浜を守り育てる会―桂浜水族館応援団― 会報

　桂浜水族館は新型コロナ禍の影響を受け入館者は
大きく減少した。スタッフ一同動物の飼育調教に日夜努
め、その様子をSNS発信。ファンの皆さま方から多くのご
声援を頂き励まされています。
　5月22日久しぶりに水族館へ足を運び二階の特別展
示室へ入って驚いた。未来をひらく・夢・絆・志　未来の浦
戸・浦戸小学校とあった。小学生の素直な声である。早
速浦戸小学校藤田由紀子校長を訪ね、学校の特色教
育方針などお聞きし素晴らしい内容に感心。ご寄稿をお
願したところ「ともに学びともに歩む学校」をご寄稿くださ
いました。
　桂浜と言えば「坂本龍馬像と高知県立坂本龍馬記念
館」本年４月着任された吉村大第４代目館長に抱負など
ご寄稿をお願いしたところ「桂浜・浦戸湾の息吹を活か

す」と桂浜観光の発展につながる力強いご寄稿を頂きま
した。そして、桂浜水族館美人？館長秋澤志名のモノ
ローグ「なんとかなるやろ」枠にとらわれず、時代にとらわ
れず、何物にもとらわれず、マイナスをプラスに生きていき
たいと心意気を頂きました。
　今号は皆さま方のご寄稿のご協力を頂き編集がかな
いました。そして、編集・校正・印刷は株式会社高知新聞
総合印刷にお願いして、新たな桂浜たより第十一号発行
となりました。
　皆々様のご協力に感謝申し上げ御礼申し上げます。
　コロナ禍の早期収束を願い。
　心の栄養・幸せを招く桂浜より

なかた　まさし
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桂浜たよりVol.11
2021年8月発行（年2回1月8月発行）　
発行／桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）　公益社団法人 桂浜水族館内
Tel／088-841-2137　Fax／088-841-2451　編集・印刷／（株）高知新聞総合印刷

　上記の会計報告について、その正確性を調査した結果、適正であると認めます。
　　　　　　令和3年　4月1日　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　桂浜を守り育てる会　監事　和田　彪、竹内　鉄郎
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龍馬とシェイクハンド　吉村　大館長（撮影：前田由紀枝）

「坂本龍馬記念館の軌跡－出会いの軌跡をたどる」企画展

坂本龍馬佩用　脇差　備前長船勝光・宗光　（坂本龍馬記念館所蔵）

龍馬が最も愛した脇差

桂 浜 た よ り 　 第 1 1 号

桂浜・浦戸湾の息吹を活かす
　桂浜と桂浜水族館ファンの皆さま、こんにちは。本年４
月から高知県立坂本龍馬記念館の第4代目館長を拝命
しました吉村大（よしむらだい）と申します。拝命の直前
は、高知県庁観光振興部の職員として、観光関連業界
をはじめとする多くの皆様方とともに官民総ぐるみで、観
光地としての磨き上げと、観光誘客に取り組んできまし
た。
　昭和３５年に須崎市で双子の次男坊として生まれた私
と桂浜との所縁をご紹介しますと、昭和４０年から５０年代
にかけまして、両親に連れられて桂浜の水族館やヘルス
センター、龍馬像、西武ライオンズ春季キャンプの宿舎・桂
松閣、そして牧野植物園や五台山ロープモノレールと
いった、桂浜と五台山の観光スポットを巡ったことに遡りま
す。
　坂本龍馬記念館は、かつて桂浜ヘルスセンターや桂
松閣が立地していたエリアにありますので、桂浜を高知
を代表する観光地として切り拓いてこられた先人たちの
構想力や行動力に考えを巡らしますと、胸を打たれる思
いがいたします。
　当館は、おかげさまをもちまして本年の１１月１５日に開
館３０周年を迎えます。令和2年度末までに累計で４，３５８
千人の方々のご来館をいただき、龍馬先生と、そして志を
同じくする英傑たちの業績や足跡を体感することを通し
て、歴史的役割の意義深さに共感を得ることができたの
ではと思っています。これも桂浜と同水族館、そしてその
人気を後押してこられた皆さんをはじめ、国内外の多くの
皆様方のお支えがあってこそと、あらためて敬意と感謝
を表させていただきたいと存じます。
　桂浜、さらには浦戸湾周辺には、水族館、龍馬像、浦
戸城跡、長宗我部元親公初陣銅像や当館をはじめ、桂
浜沖での釣り体験や観光遊覧船、さらには牧野植物園、
四国遍路、卸売市場のグルメなど、多様な観光資源があ
ります。
　コロナ禍にあって多くの方々が、地方の観光地や好き
な場所で、自然や文化に親しみリフレッシュをしながら自
分なりのライフスタイルを過ごしたい、というニーズが高
まっています。　　　
　こうした時流も考え合わせますと、桂浜・浦戸湾エリア

は、高知県が進める観光キャンペーン「リョーマ
（RYOMA）の休日」の頭文字にこめられた、R＝ロマン、
Y＝やすらぎ、O＝おいしい、M＝学ぶ、A=アクティブ、とい
う各テーマを体現した観光スポットがギュッと凝縮されて
いますので、同観光キャンペーンの勢いも生かしながら、
RYOMAの観光資源を数珠つなぎにした四季折々のベ
ストプランを組み上げPRしていくことが観光地としての賑
わいづくりに有効だと思っています。
　当館はこれまで、坂本龍馬の偉業や幕末史の研究と
顕彰を通じて、「龍馬への入口」、「龍馬の殿堂」としての
期待に応えてきましたし、これからも桂浜・浦戸湾の息吹
を活用した文化と観光の振興の一翼を担っていかなけ
ればと考えています。
　7月6日からは、「坂本龍馬記念館の軌跡―出会いの
奇跡をたどる」と題する企画展を２か月にわたり開催して
います。開館以来３０年の間には、大河ドラマ「龍馬伝」
の放送や、龍馬没後から１５０年、博物館仕様の新館の
建設といった大きな節目の年がありました。こうした年には
必ず、緊迫した歴史の内幕を解き明かすかのような重要

資料が発見されてきました。
　例えば、高知県では平成２９年から２年間にわたり、歴
史観光博覧会「志国高知 幕末維新博」を開催しました。
この博覧会は、平成２９年と３０年が、日本の転換点となっ
た大政奉還と明治維新からそれぞれ１５０年にあたるこ
とから、この期にかけて教科書にも登場する人物を数多
く輩出した本県が果たした役割を思い起こしていただこ
うと、グランドオープンした高知城歴史博物館と坂本龍馬
記念館をメイン会場に、本県が輩出した英傑ゆかりの地
の歴史文化施設を中心に合わせて２５の会場を設けて
県全域で展開しました。
　そんな折の平成２９年７月、焼失したと思われていた龍
馬書簡の原本の一部が北海道の個人宅に残されてお
り、当館への寄贈に至りました。慶応２（１８６６）年１２月４
日兄・坂本権平と家族一同に宛てた書簡で、原本は乙女
姉さんが持っていてください、と記されています。長文の
書簡の内容は、慶応２年の総まとめで、「薩長同盟」締結
直後に寺田屋で襲われ薩摩藩邸にかくまわれたことや、
幕長戦争で下関海戦に参加したこと、家族皆が詠んだ
和歌の短冊を忘れずに送って欲しいこと等々、多岐にわ
たっています。
　姉・乙女の没後は、北海道に移住した郷士坂本家で
保管されましたが、大正2（1913）年の釧路大火に坂本家
が巻き込まれた際に焼失したと思われていたということで
すので、歴史観光博覧会開催の年に寄贈を受けました
ことには、とてもありがたいとの思いを強く感じております。
　このように当館は、所蔵者などの人 と々資料群との出
会いを経て、「龍馬への入口」、「龍馬の殿堂」としての
発展を遂げてきました。「坂本龍馬記念館の軌跡―出会
いの奇跡をたどる」展では、こうした運命的ともいえるまた
とない時での所蔵者と資料群との出会いはもとより、当館
の活動を後押ししてくださる数多くの方 と々の出会いにも
感謝をしながら、坂本龍馬記念館の軌跡を振り返ること
としています。ですので、通常の展示では紹介することの
ない、資料収蔵に至る経緯や、隠れたエピソードにもス
ポットを当てたユニークな企画に組み上げています。　　
　桂浜・浦戸湾エリアの歴史文化と歴史観光の振興拠

点という役目も大切に、この点での努力も職員一同、一生
懸命、続けてまいりたいと考えていますので、「頑張ろう　
桂浜・浦戸湾」を合言葉に、桂浜と桂浜水族館ファンの皆
様の坂本龍馬記念館に対するご指導、ご鞭撻を賜りま
すよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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龍馬とシェイクハンド　吉村　大館長（撮影：前田由紀枝）

「坂本龍馬記念館の軌跡－出会いの軌跡をたどる」企画展

坂本龍馬佩用　脇差　備前長船勝光・宗光　（坂本龍馬記念館所蔵）

龍馬が最も愛した脇差
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桂浜・浦戸湾の息吹を活かす
　桂浜と桂浜水族館ファンの皆さま、こんにちは。本年４
月から高知県立坂本龍馬記念館の第4代目館長を拝命
しました吉村大（よしむらだい）と申します。拝命の直前
は、高知県庁観光振興部の職員として、観光関連業界
をはじめとする多くの皆様方とともに官民総ぐるみで、観
光地としての磨き上げと、観光誘客に取り組んできまし
た。
　昭和３５年に須崎市で双子の次男坊として生まれた私
と桂浜との所縁をご紹介しますと、昭和４０年から５０年代
にかけまして、両親に連れられて桂浜の水族館やヘルス
センター、龍馬像、西武ライオンズ春季キャンプの宿舎・桂
松閣、そして牧野植物園や五台山ロープモノレールと
いった、桂浜と五台山の観光スポットを巡ったことに遡りま
す。
　坂本龍馬記念館は、かつて桂浜ヘルスセンターや桂
松閣が立地していたエリアにありますので、桂浜を高知
を代表する観光地として切り拓いてこられた先人たちの
構想力や行動力に考えを巡らしますと、胸を打たれる思
いがいたします。
　当館は、おかげさまをもちまして本年の１１月１５日に開
館３０周年を迎えます。令和2年度末までに累計で４，３５８
千人の方々のご来館をいただき、龍馬先生と、そして志を
同じくする英傑たちの業績や足跡を体感することを通し
て、歴史的役割の意義深さに共感を得ることができたの
ではと思っています。これも桂浜と同水族館、そしてその
人気を後押してこられた皆さんをはじめ、国内外の多くの
皆様方のお支えがあってこそと、あらためて敬意と感謝
を表させていただきたいと存じます。
　桂浜、さらには浦戸湾周辺には、水族館、龍馬像、浦
戸城跡、長宗我部元親公初陣銅像や当館をはじめ、桂
浜沖での釣り体験や観光遊覧船、さらには牧野植物園、
四国遍路、卸売市場のグルメなど、多様な観光資源があ
ります。
　コロナ禍にあって多くの方々が、地方の観光地や好き
な場所で、自然や文化に親しみリフレッシュをしながら自
分なりのライフスタイルを過ごしたい、というニーズが高
まっています。　　　
　こうした時流も考え合わせますと、桂浜・浦戸湾エリア

は、高知県が進める観光キャンペーン「リョーマ
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いますので、同観光キャンペーンの勢いも生かしながら、
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　7月6日からは、「坂本龍馬記念館の軌跡―出会いの
奇跡をたどる」と題する企画展を２か月にわたり開催して
います。開館以来３０年の間には、大河ドラマ「龍馬伝」
の放送や、龍馬没後から１５０年、博物館仕様の新館の
建設といった大きな節目の年がありました。こうした年には
必ず、緊迫した歴史の内幕を解き明かすかのような重要

資料が発見されてきました。
　例えば、高知県では平成２９年から２年間にわたり、歴
史観光博覧会「志国高知 幕末維新博」を開催しました。
この博覧会は、平成２９年と３０年が、日本の転換点となっ
た大政奉還と明治維新からそれぞれ１５０年にあたるこ
とから、この期にかけて教科書にも登場する人物を数多
く輩出した本県が果たした役割を思い起こしていただこ
うと、グランドオープンした高知城歴史博物館と坂本龍馬
記念館をメイン会場に、本県が輩出した英傑ゆかりの地
の歴史文化施設を中心に合わせて２５の会場を設けて
県全域で展開しました。
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直後に寺田屋で襲われ薩摩藩邸にかくまわれたことや、
幕長戦争で下関海戦に参加したこと、家族皆が詠んだ
和歌の短冊を忘れずに送って欲しいこと等々、多岐にわ
たっています。
　姉・乙女の没後は、北海道に移住した郷士坂本家で
保管されましたが、大正2（1913）年の釧路大火に坂本家
が巻き込まれた際に焼失したと思われていたということで
すので、歴史観光博覧会開催の年に寄贈を受けました
ことには、とてもありがたいとの思いを強く感じております。
　このように当館は、所蔵者などの人 と々資料群との出
会いを経て、「龍馬への入口」、「龍馬の殿堂」としての
発展を遂げてきました。「坂本龍馬記念館の軌跡―出会
いの奇跡をたどる」展では、こうした運命的ともいえるまた
とない時での所蔵者と資料群との出会いはもとより、当館
の活動を後押ししてくださる数多くの方 と々の出会いにも
感謝をしながら、坂本龍馬記念館の軌跡を振り返ること
としています。ですので、通常の展示では紹介することの
ない、資料収蔵に至る経緯や、隠れたエピソードにもス
ポットを当てたユニークな企画に組み上げています。　　
　桂浜・浦戸湾エリアの歴史文化と歴史観光の振興拠

点という役目も大切に、この点での努力も職員一同、一生
懸命、続けてまいりたいと考えていますので、「頑張ろう　
桂浜・浦戸湾」を合言葉に、桂浜と桂浜水族館ファンの皆
様の坂本龍馬記念館に対するご指導、ご鞭撻を賜りま
すよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
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ともに学びともに歩む学校
１　はじめに（学校紹介）
　浦戸大橋の西詰、桂浜と花海道に分かれる三差路か
ら見える太平洋。その少し北側に小さな学校があります。
そこが私たちの浦戸小学校です。

　明治7年に桂浜旧津税関舎に創立されたのが始まりと
伝え聞いています。学校区は、桂浜地区を含む浦戸。浦
戸は、桂浜水族館や龍馬記念館、龍馬像などの文化施
設や高知を代表する観光地桂浜などの自然に恵まれた
地域です。
　現在の児童数は42名。２つの複式学級があります。
少子高齢化人口減少が進む中、本校も平成29年度に
は児童数が26名まで減少していました。しかし、高知市
の特認校制度等を活用した転入学児童が増加し、ここ
数年児童数が増える傾向にあります。現在は、校区外
からの通学児童が全体の約60％を占めるようになりまし
た。

２　学校の特色
　本校は「自分の未来を見つめ自ら切り開く子どもの育
成～夢・絆・志～」を教育目標に、「学ぶ」「協働する」「自
立する」力の育成を目指しています。
　そして、その実現を目指して、①課題解決型授業「うら
どベーシック」の実践。②ICT機器の活用推進。③地域
の課題解決に取り組む教科横断型探究学習。④授業の
ユニバーサルデザイン化の推進の4点を中核として日々
子どもたちとともに、教育実践に取り組んでいるところで
す。
　これらの4つの教育活動は、別々のものではなく、それ
ぞれが関連し、融合し合いながら子どもたちの学校生活
がより良く、充実したものになるよう働きかけています。

①課題解決型授業「うらどベーシック」
　本校の土台ともいえるのが「うらどベーシック」と呼んで
いる学習方法です。提示された学習課題をリーダー役の
児童を中心に自分たちで調べたり、考察したりしながら解
決していきます。基本的な学習プロセスが全校で共有さ
れているため、子どもたちは担任が変わっても、学級が複
式になっても困ることなく自分たちで学習を進めていくこと
ができます。「うらどベーシック」は大人になっても社会に
通用する学び方や協働性を身に付けることをねらいに実
施しています。今年で4年目になりますが上級生の教室で
は大学のゼミのような学び合う姿がみられます。

②ICT機器の活用推進
　平成30年度より学校独自で情報教育に取り組んできま
した。令和元年度は、「高知県情報教育推進事業」研究
指定校としてプログラミング教育の実践研究を行いまし
た。また、昨年度と本年度はパナソニック教育財団研究
助成を受け、教科横断的探究学習（STEAM教育）に取
り組んでいます。
　そんな中、高知市もGIGAスクール構想により一人一
台の末端機（Chromebook）が配布され、日常的に学習
に活用することができるようになりました。学習記録の保
存や意見の共有化、作品作りや表現・発信等子どもたち
は様 な々学習場面でICT機器を活用しています。

　そして、オンラインを活用し交流学習も各学年で行わ
れるようになりました。6年生は、石川県能登町の小学生と
毎週オンラインで交流しています。似ているところ、違って
いるところ、沢山の発見があるようです。他学年も同じよう
に探究学習を実践している全国の学校との交流を今年
からはじめました。本校は小さな学校ですが子どもたちの
友達の数はどこよりも多いかもしれません。

③地域の課題解決に取り組む探究学習
　社会の役に立つものづくりをコンセプトに全学年が生
活科や総合的な学習を中心とした教科横断的探究学習
に取り組んでいます。昨年度、低学年は「浦戸の海デジタ
ルおさかな図鑑」を。中学年は地震津波から地域の命を
守る新たな逃げ道の整備を、高学年は地域活性化のた
めに自分たちの学校の良さを伝えるARゲームをつくりま
した。
　1年間1つのテーマを掘り下げ、自分たちなりの社会貢
献を考え、実践しています。
　毎年2月末の学習発表会で1年間の成果を発表して
います。

④授業のユニバーサルデザイン化の推進
　これまでに挙げた本校の取り組みは、授業のユニバー
サル化にもつながっています。「うらどベーシック」の授業
はスタートからゴールの見通しをもって学習することがで
きます。分からない時は席を立って友達に聞きに行くこと
もできます。
　ICT機器を使用すると、お話が苦手でも、自分の考え
をみんなに伝えることができます。電子黒板やタブレット
PCは教科書や資料を拡大したり、焦点化したりすること
ができます。
　授業やアイテムを工夫することで、子どもの学びにくさ
を減らしていくことができます。それが学力の向上にもつ
ながっています。

３　おわりに
　授業で身についた学び方や協働学習の経験は生活
の中でも活用されています。運動会や遠足、集会も自分
たちで計画運営することができます。上級生をリーダーに
自分たちで考えて行動することができる子どもたちに育っ
ています。
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ともに学びともに歩む学校
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　現在の児童数は42名。２つの複式学級があります。
少子高齢化人口減少が進む中、本校も平成29年度に
は児童数が26名まで減少していました。しかし、高知市
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ユニバーサルデザイン化の推進の4点を中核として日々
子どもたちとともに、教育実践に取り組んでいるところで
す。
　これらの4つの教育活動は、別々のものではなく、それ
ぞれが関連し、融合し合いながら子どもたちの学校生活
がより良く、充実したものになるよう働きかけています。

①課題解決型授業「うらどベーシック」
　本校の土台ともいえるのが「うらどベーシック」と呼んで
いる学習方法です。提示された学習課題をリーダー役の
児童を中心に自分たちで調べたり、考察したりしながら解
決していきます。基本的な学習プロセスが全校で共有さ
れているため、子どもたちは担任が変わっても、学級が複
式になっても困ることなく自分たちで学習を進めていくこと
ができます。「うらどベーシック」は大人になっても社会に
通用する学び方や協働性を身に付けることをねらいに実
施しています。今年で4年目になりますが上級生の教室で
は大学のゼミのような学び合う姿がみられます。

②ICT機器の活用推進
　平成30年度より学校独自で情報教育に取り組んできま
した。令和元年度は、「高知県情報教育推進事業」研究
指定校としてプログラミング教育の実践研究を行いまし
た。また、昨年度と本年度はパナソニック教育財団研究
助成を受け、教科横断的探究学習（STEAM教育）に取
り組んでいます。
　そんな中、高知市もGIGAスクール構想により一人一
台の末端機（Chromebook）が配布され、日常的に学習
に活用することができるようになりました。学習記録の保
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は様 な々学習場面でICT機器を活用しています。

　そして、オンラインを活用し交流学習も各学年で行わ
れるようになりました。6年生は、石川県能登町の小学生と
毎週オンラインで交流しています。似ているところ、違って
いるところ、沢山の発見があるようです。他学年も同じよう
に探究学習を実践している全国の学校との交流を今年
からはじめました。本校は小さな学校ですが子どもたちの
友達の数はどこよりも多いかもしれません。

③地域の課題解決に取り組む探究学習
　社会の役に立つものづくりをコンセプトに全学年が生
活科や総合的な学習を中心とした教科横断的探究学習
に取り組んでいます。昨年度、低学年は「浦戸の海デジタ
ルおさかな図鑑」を。中学年は地震津波から地域の命を
守る新たな逃げ道の整備を、高学年は地域活性化のた
めに自分たちの学校の良さを伝えるARゲームをつくりま
した。
　1年間1つのテーマを掘り下げ、自分たちなりの社会貢
献を考え、実践しています。
　毎年2月末の学習発表会で1年間の成果を発表して
います。

④授業のユニバーサルデザイン化の推進
　これまでに挙げた本校の取り組みは、授業のユニバー
サル化にもつながっています。「うらどベーシック」の授業
はスタートからゴールの見通しをもって学習することがで
きます。分からない時は席を立って友達に聞きに行くこと
もできます。
　ICT機器を使用すると、お話が苦手でも、自分の考え
をみんなに伝えることができます。電子黒板やタブレット
PCは教科書や資料を拡大したり、焦点化したりすること
ができます。
　授業やアイテムを工夫することで、子どもの学びにくさ
を減らしていくことができます。それが学力の向上にもつ
ながっています。

３　おわりに
　授業で身についた学び方や協働学習の経験は生活
の中でも活用されています。運動会や遠足、集会も自分
たちで計画運営することができます。上級生をリーダーに
自分たちで考えて行動することができる子どもたちに育っ
ています。
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桂浜水族館館長　秋澤　志名

ちいやん・永国寿一（四代目館長）と飼育員（撮影・昭和20年代）

桂浜水族館の館長、秋澤志名
昭和12年に建設された旧館（撮影・昭和40年代）

　今夏もコロナ禍で大変
そうだね。
　周りから心配されるが、
例のごとく「なんとかなるや
ろ」と桂浜沖をながめてい
る。桂浜の海は、いろんな
顔を見せてくれる。浦戸の
おんちゃんが昔いいよった

男海と女海の話を思い出す。
　男海、豪快で荒 し々く力強い海模様。
　女海、穏やかで包み込むような優しい静かな海模様。
　どちらも兼ね備えた桂浜の海はジェンダーフリーだ。
「ジェンダーフリー、社会的性別などで定められている男
女の役割などにとらわれず、一人一人が自由に行動、発
言、選択をできるようにしていこう。社会的性別とは、生物
学的な意味合いではなく社会通念や慣習などによって決
まる「男性像」や「女性像」のこと。」
　ここハマスイもしかり。何物にもとらわれず個性を尊重
しあい共に成長出来るようにと今までやってきた。私自体
枠にはめられることを好まない。人と違う、変わった人、異
端扱いは誉め言葉だと受け取るようにしている。ある日、
「しなさん楽観主義者よね。」と言われてあらためて気づ
いた。これを良きも悪しきも誉め言葉だと思った自分に対
し、私はポジティブというより真の楽観主義者なんだと確
信した。世の中には大きく分けて楽観主義と悲観主義と
あるらしい。これもまた男女と分けられるように対局的に分
けられている。どちらがどうでこうでというのは、見方や考
え方で変わるわけで、そんなものにとらわれることはない
のだ。なにへんがどちらかがどうだとか決めることではな
く、どちらもありなんだと、なにへんにつけ大事なのだと思う
のだ。何事にもとらわれずフリーに生きれたらいいと・・・。
　ここハマスイのある浦戸桂浜地区には、まだまだ発信
されておらず人に知られていないものが多いと感じる。良
い意味では歴史が手つかずのまま残っている数少ない
観光地なのではないか。
　私がここ桂浜に関わる様になり16年だが、日々 いろんな
発見がいまだにある。浦戸城を調べていくと長宗我部に
ついて学ぶことになるし、大町桂月や野口雨情も来浜し

て歌を詠んでいることを知る碑が処 に々ある。地形につい
ても特殊であり興味深い。また桂浜観光の歴史の変化な
どもおもしろい。
　ここ桂浜にこどもの国なる遊園地があったり、桂浜の海
が桂浜海水浴場となり水族館のイルカプールを開放して
いたなどとおもしろい過去に触れる。歴史はおもしろいと
思えるようになったのは、最近のことかもしれない。
　館長という立場になったからだろうか、古き良き桂浜が
あったと諸先輩方から聞くことが多くなった。私は、父や身
の回りの叔父たちから聞いた昔話を思い出す。私の桂浜
の思い出はあまりそう遠い昔ではないが、知識として父や
叔父の話があるので、諸先輩方が言われる「古き良き桂
浜」を理解できる。「あの時代を取り戻そうやないか！！」「館
長が盛り上げてくれんといかん！」と諸先輩方から声を掛
けられる。

　戸惑うばかりだが、たしかに風情のある観光地だった
のだろうと思わずにいられない。
　浜辺に並び建つ土産物屋。2階が休憩所になってい
て座敷で寝転がって潮風にあたりながら桂浜の海を眺
めれた。五色石が砂浜にたくさんあってその石をひろい
集めた楽しい思い出だ。などと聞くことが多い。私が誇
れるのは、桂浜水族館を創業した永国亀齢さんは、初
代桂浜展望台を建てた。その血筋をひく私がこうして桂
浜観光の再構築に携わるのも課せられた運命なのかも
しれない。
　現在の桂浜にはゆっくり浜辺や海を楽しむことは出来
ない環境だ。今の時代にこそ、時を忘れて自然に身をゆ

だねることは最高の贅沢な旅なのに。時代錯誤でいい
じゃないか。現代がすべてではない。時を戻すこともまた
ひとつの戦略になるはずだ。
　五色石は仁淀ダム建設や長浜海岸の堤防により、いま
はもうない。土産物屋も場所を変えすっかりと閑散として
いる。あのにぎやかさはない、過去の栄光だ。
　前回の桂浜整備から40年ほどたった今、また桂浜再
整備が行われる。今回の再整備には私たちが意見を出

し、未来数十年後の桂浜を見据えた構想でなければなら
ない。時代とともに変動するものが多くある中、ここ桂浜の
魅力は今までも変わらないし、これからも変わらないはず
だ。
　無理してインスタ映えだとかを作り上げる必要などな
い。だって今そのものがインスタ映えするのだから。違う、
そうじゃないだろ？目の前にある‘宝’に目を向け、その‘宝’に
スポットを当てることが大切なんじゃないか。マイナスだと
思う環境をいかにプラスの発想で打ち出すかが戦略な
んじゃないか？お金がありません。当り前じゃないか！高知
だぞ！宵越しの金は持たん県民性だ。かっこいいだろ？
　高知県人は柔軟な思考でいろんな発展を成し遂げて
きた人物がたくさんいる。その血をしっかりと受け継ぐ私
たちだからこそ出来るものがあるはずだ。枠にとらわれ
ず、時代にとらわれず、何物にもとらわれず、マイナスをプ
ラスに桂浜で生きていきたいと思う私が今日もここ桂浜の
浜辺にいる。

イベント
　創立９０周年記念して展示会がハマスイアート魚ギャ
ラリーで開催された。
 ・ 浦戸小学校「未来をひらく夢・絆・志」
　期間　2021 4 /17～6/30
　浦戸小学校の児童による企画展。
　１.２年生は浦戸の魚を、３.４年生は地震避難路につい
て、5.６年生は浦戸の魅力を１０年後も笑顔あふれる地
区にする取り組み、についてそれぞれまとめました。

 ・ 薮内雅英展　　期間　2021７/7～８/3 
　薮内君の原画
を中心にハマス
イスタッフで「い
のち」をテーマ
に描いた原画作
品の展示。

　個性豊かなスタッフたちが織り成すアート空間は見もの。

アシカの赤ちゃん誕生
　2021年６月１９日誕生
　難産の末、母親の飼育養生放棄のため、職員による

人口飼育でいのちのつなぎが憂慮されたが、スタッフ一
同の尽力で７月１０日一般公開された。
　愛くるしい肢体でこれからの成長が楽しみです。 

全国水族館人気ランキングで第一位は
桂浜水族館に決定（2021版　50位まで発表）
　ねとらば調査隊が実施した「あなたが好きな水族館は
どこ？」の人気投票でハマスイは全国有名な大型水族館
をしり目に圧倒的な得票率でぶっちぎり一番を獲得しまし
た。創立９０周年に華を添えて頂いて、大変うれしいで
す。
　正直、意外な結果でほんまかいな！　とにかく、一番と
は、うれしくSNS活動などの効果を再認識しています。

　対象水族館　「日本動物園水族館協会」に所属の
　　　　　　　全国水族館
　得票総数　8773　
　　　　　　ハマスイ　獲得票数　3201（36.5％）
　　　　　　第二位　 獲得票数　509  （5.8％）
　詳細　検索　ntab.itmedia.co.jp
            　　　桂浜水族館　HP

ハマスイたより
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イベント
　創立９０周年記念して展示会がハマスイアート魚ギャ
ラリーで開催された。
 ・ 浦戸小学校「未来をひらく夢・絆・志」
　期間　2021 4 /17～6/30
　浦戸小学校の児童による企画展。
　１.２年生は浦戸の魚を、３.４年生は地震避難路につい
て、5.６年生は浦戸の魅力を１０年後も笑顔あふれる地
区にする取り組み、についてそれぞれまとめました。
 ・ 薮内雅英展　　期間　2021７/7～８/3 
　薮内君の原画
を中心にハマス
イスタッフで「い
のち」をテーマ
に描いた原画作
品の展示。
　個性豊かなスタッフたちが織り成すアート空間は見もの。

アシカの赤ちゃん誕生
　2021年６月１９日誕生
　難産の末、母親の飼育養生放棄のため、職員による

人口飼育でいのちのつなぎが憂慮されたが、スタッフ一
同の尽力で７月１０日一般公開された。
　愛くるしい肢体でこれからの成長が楽しみです。 

全国水族館人気ランキングで第一位は
桂浜水族館に決定（2021版　50位まで発表）
　ねとらば調査隊が実施した「あなたが好きな水族館は
どこ？」の人気投票でハマスイは全国有名な大型水族館
をしり目に圧倒的な得票率でぶっちぎり一番を獲得しまし
た。創立９０周年に華を添えて頂いて、大変うれしいで
す。
　正直、意外な結果でほんまかいな！　とにかく、一番と
は、うれしくSNS活動などの効果を再認識しています。

　対象水族館　「日本動物園水族館協会」に所属の
　　　　　　　全国水族館
　得票総数　8773　
　　　　　　ハマスイ　獲得票数　3201（36.5％）
　　　　　　第二位　 獲得票数　509  （5.8％）
　詳細　検索　ntab.itmedia.co.jp
            　　　桂浜水族館　HP

ハマスイたより
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桂浜公園の出来事

「龍馬の軌跡を巡る」観光遊覧船
「坂本龍馬の乗った芸州（安芸）藩・震天丸慶応三
年九月二十五日午後に衵渡合に入る．而して碇泊。」
　今日は龍馬が衵渡しで下船、対岸種﨑へ渡り中城家
に潜伏したところを遊覧船より眺め夢想するのも楽しみに
「龍馬の軌跡を巡る」観光遊覧船に乗船した。
　出航準備が整ったころ、少し風が強くなってきた。船
頭曰く波が高いと桂浜沖に出れんかも、と、言いつつ出
航。時速 9ノット約 18 キロメートルと同乗の男子に説明
をしていた。船は白浪を切っていく、ライフジャケットを身
につけ、帽子をしっかり深くかぶり、手すりをしっかり握り
しめ飛沫を受け舳先へ移動。眺めは刻 と々かわり、月
見台、玉島、衣ケ島より袂石。震天丸が碇泊した衵を
探しつつ夢を追っかけていた。「あ、魚がおる」と、声
を発する男の子。左手対岸は龍馬が潜伏した中城家は
あのあたりかな、と、こちらも興奮。

　浦戸大橋を眺めつつ桂浜沖に出た、右手龍頭岬の森
の中に「坂本龍馬像」が見えた。左先は龍王岬、両岬に
抱かれた桂浜、黒松の森に溶け込む桂浜水族館。良い
景観である。

　残念な眺めは森の上に聳える建物と屋上の黒い構築
物である。この眺めは土佐を代表する観光名所桂浜の
景観を阻害している。と感じた。

桂浜公園に民間一括管理業者の公募
　予てから検討中の桂浜整備計画について公園の指
定管理者の選定スケジュールが高知市から発表された。
（募集要領の配布　7月中旬、　申請受付　8月２３～9
月22日、指定管理者の選定　11月下旬、指定管理者の
指定　12月定例市議会議決後）
　これによると、年内には新しい公園の管理、運営業者
が決まりそうだ。
　来年令和4年度からいよいよ待望の民間管理者による
新しい桂浜がスタートすることになる。
　希望と楽しみを持って期待したいものです。
募集要綱の骨子は
・契約期間　10年
・運営形態
　①市が所有する商業施設のリノベーションと管理、運営
　②桂浜公園駐車場の管理運営
　③公園内の清掃業務等の維持管理業務
　既設商業施設（4棟）は高知市が買い取り、民間業者
に貸与、業者で改修を行う。

公園アメニティ工事が始まる
　以上の整備計画とは別に本誌前号（10号）でも触れた
桂浜公園アメニティ工事が6月から開始された。休憩所、
観光案内所、トイレ、遊歩道などの改装工事が計画され
桂浜公園の集客効果が期待されている。

桂浜稲荷神社の修復
　桂浜公園の一角に稲荷神社が鎮座しています。
　通称桂浜稲荷神社とも言われていますが、地元住民
や桂浜公園の施設の事業繁盛を祈願しています。
　このところ台座やお社の老朽化がひどくなりこの7月に

一部修復工事を行いました。
　当「桂浜を守り育てる会」が主体となり各施設のご寄
付で賄いました。
　参考までに神社の紹介をさせていただきます。
　　神社名　　稲荷神社（通称：桂浜稲荷神社）
　　鎮座地　　高知市　桂浜　字　城山
　　御祭神　　宇迦之御魂神（うかのみたまのかみ）
　　御由緒　　勧請月日縁起沿革は不祥。
　　　　　　　昔、はりまや橋の得月楼邸内にあった社

を御勧請したとも伝えられる。
　　　　　　　平成十九年に地元有志が中心となり

御社殿が修復された。地元住民や桂
浜公園内の施設運営者からは、商売
繁昌の神様として親しまれている。　

未来をひらく
夢・絆・志

桂浜水族館に浦戸小学校の子供たちの取り組み「未来をひらく」が開催
されていました。
パナソニック教育財団「2020 年度（47 回）実践事業助成」指定校とし

て取り組んだ子どもたちの発表を展示していました。

低学年は「浦戸の海のデジタルおさかな図鑑」、
中学年は「命を守る　命をつなぐ」をテーマに地域防災について考えま
　　　　した。そして、
高学年は「十年後も笑顔あふれる浦戸地区を目指して」地域振興について
　　　　考えました。

子どもたちの声
「いのちをまもる・いのちをつなぐ」

火を自動的に消してくれるロボット、ひなん所まで運んでくれるロボット
があれば地域の人たちが救われるとおもいました。
また、地域の防災訓練に参加してくれる人がふえ
防災意識がもっと高い町になってほしいと思います
すると、浦戸地区に住む人がふえにぎやかな町になり
浦戸小の人数もたくさんふえたらいいとおもいました

ARゲームをつくる
地域の人たちの思い
浦戸をPRしたい

浦戸の魅力を知ってほしい
小学校をPRして友だちをふやしたい

土佐龍将

　「桂浜は観月」の名所。大町桂月は大正七年友人と桂
浜で遊び歌を詠んだ。
　「見よや、見よ　みな月のみの　かつら浜
　海のおもより　いづる　月かげ」　桂月碑より　
　海からの桂浜を楽しんでいたところ、「南国土佐の・・」
ペギー葉山が歌う名曲「南国土佐を後にして」である。
思いもよらぬ歌声に懐かしく大いに感動した。

　沖を一周して浦戸湾へ入ると右航路を進む。種﨑は

元土佐の水軍、船倉、廻船問屋などが建ち並んでいた
であろう。今は造船所がありクレーンが建ち並び大型船
建造中である。さらに進むと四国霊場第三十一番札所・
竹林寺や世界的植物学者、牧野富太郎の偉業を記念
して作られた牧野植物園のある名勝・五台山をながめて
丸山台で終点を迎える。「龍馬の軌跡を巡る」観光遊覧
船は土佐の歩みを知る遊覧でもあった。
　皆さま「百聞一見にしかず」ですよ。

土佐龍将
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　　　　した。そして、
高学年は「十年後も笑顔あふれる浦戸地区を目指して」地域振興について
　　　　考えました。

子どもたちの声
「いのちをまもる・いのちをつなぐ」

火を自動的に消してくれるロボット、ひなん所まで運んでくれるロボット
があれば地域の人たちが救われるとおもいました。
また、地域の防災訓練に参加してくれる人がふえ
防災意識がもっと高い町になってほしいと思います
すると、浦戸地区に住む人がふえにぎやかな町になり
浦戸小の人数もたくさんふえたらいいとおもいました

ARゲームをつくる
地域の人たちの思い
浦戸をPRしたい

浦戸の魅力を知ってほしい
小学校をPRして友だちをふやしたい

土佐龍将

　「桂浜は観月」の名所。大町桂月は大正七年友人と桂
浜で遊び歌を詠んだ。
　「見よや、見よ　みな月のみの　かつら浜
　海のおもより　いづる　月かげ」　桂月碑より　
　海からの桂浜を楽しんでいたところ、「南国土佐の・・」
ペギー葉山が歌う名曲「南国土佐を後にして」である。
思いもよらぬ歌声に懐かしく大いに感動した。

　沖を一周して浦戸湾へ入ると右航路を進む。種﨑は

元土佐の水軍、船倉、廻船問屋などが建ち並んでいた
であろう。今は造船所がありクレーンが建ち並び大型船
建造中である。さらに進むと四国霊場第三十一番札所・
竹林寺や世界的植物学者、牧野富太郎の偉業を記念
して作られた牧野植物園のある名勝・五台山をながめて
丸山台で終点を迎える。「龍馬の軌跡を巡る」観光遊覧
船は土佐の歩みを知る遊覧でもあった。
　皆さま「百聞一見にしかず」ですよ。

土佐龍将



コロナ禍がまだつづいています。
ここ　桂浜もハマスイも厳しい状態が続いています。　
オリンピックも始まりました。
期待と不安で入り乱れています。
　
地球的変動　変革が　具現化してきました。
社会も産業もみるみるうちに、あれよあれよ、あっという間に
気が付いたらいつの間にか　変わってた、てなことを実感してます。
くわばら、くわばら　ですが　かわして、前に進むしかありません。

いろいろな顔を見せる桂浜風景ですが荒波を乗り越えてまた穏やかな
顔をのぞかせてくれるでしょう。
南国土佐の観光名所にふさわしい「美しい桂浜」をいつまでもと願い、
よろしくご声援をお願いします。

桂浜を守り育てる会　代表　ながくに　まさひこ アシカの赤ちゃん（2021年6月19日誕生）

荒波を乗り越えて…桂浜（龍王岬より望む） 写真：土佐龍将

ごあいさつ

桂浜を守り育てる会　会計報告 （令和２年４月１日～令和３年３月末日）

編集後記

第11号桂浜たより
桂浜を守り育てる会―桂浜水族館応援団― 会報

　桂浜水族館は新型コロナ禍の影響を受け入館者は
大きく減少した。スタッフ一同動物の飼育調教に日夜努
め、その様子をSNS発信。ファンの皆さま方から多くのご
声援を頂き励まされています。
　5月22日久しぶりに水族館へ足を運び二階の特別展
示室へ入って驚いた。未来をひらく・夢・絆・志　未来の浦
戸・浦戸小学校とあった。小学生の素直な声である。早
速浦戸小学校藤田由紀子校長を訪ね、学校の特色教
育方針などお聞きし素晴らしい内容に感心。ご寄稿をお
願したところ「ともに学びともに歩む学校」をご寄稿くださ
いました。
　桂浜と言えば「坂本龍馬像と高知県立坂本龍馬記念
館」本年４月着任された吉村大第４代目館長に抱負など
ご寄稿をお願いしたところ「桂浜・浦戸湾の息吹を活か

す」と桂浜観光の発展につながる力強いご寄稿を頂きま
した。そして、桂浜水族館美人？館長秋澤志名のモノ
ローグ「なんとかなるやろ」枠にとらわれず、時代にとらわ
れず、何物にもとらわれず、マイナスをプラスに生きていき
たいと心意気を頂きました。
　今号は皆さま方のご寄稿のご協力を頂き編集がかな
いました。そして、編集・校正・印刷は株式会社高知新聞
総合印刷にお願いして、新たな桂浜たより第十一号発行
となりました。
　皆々様のご協力に感謝申し上げ御礼申し上げます。
　コロナ禍の早期収束を願い。
　心の栄養・幸せを招く桂浜より

なかた　まさし

桂 浜 た よ り 　 第 1 1 号

桂浜たよりVol.11
2021年8月発行（年2回1月8月発行）　
発行／桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）　公益社団法人 桂浜水族館内
Tel／088-841-2137　Fax／088-841-2451　編集・印刷／（株）高知新聞総合印刷

　上記の会計報告について、その正確性を調査した結果、適正であると認めます。
　　　　　　令和3年　4月1日　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　桂浜を守り育てる会　監事　和田　彪、竹内　鉄郎
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