
　新年あけましておめでとうございます。桂浜たより第12
号は皆さまよりご寄稿くださり、発行となりました。ありがとう
ございます。
　はじめに、岡﨑誠也高知市長より「生まれ変わる桂浜」
桂浜には龍馬の魂が宿っている。観光客や市民・県民の
皆さまに広く愛され、日常的に訪れてくれる公園として生ま
れ変わる桂浜に、ぜひご期待くださいと、寄稿頂きました。
　次に、高知市立浦戸小学校　藤田由紀子校長より
「ともに学びともに歩む学校」教科横断型探求学習の実
践について寄稿を頂きました。生徒は自らが考え実行パ
ソコンも活用しています。このような素晴らしい浦戸小学
校を皆さまに知っていただきたいと思います。
　そして、桂浜水族館秋澤志名館長は「美人館長モノ
ローグ」の中で「桂浜の宝である自然環境や地元の人の
あたたかさと熱意を守り続け…変わりゆく桂浜を体感し
ながら生きることを…さあどうなる桂浜。マイナスをプラス
に。2022年も走り続けよう。」と強い決意を感じました。
　桂浜水族館の高谷尚司飼育スタッフには「高谷將夫

永年勤続ものがたり」と題して、桂浜水族館を長年支え
てきた父君の飼育員としての活躍ぶりを紹介してもらいま
した。

　2022年1月1日6時、桂浜水族館バックヤードより入ると
灯りのついた部屋にスタッフ3人とアシカ一頭。スタッフは
小魚をさばいていた。アシカ一頭床に座りエサを待ってい
た。ハマスイでは昼夜問わずスタッフによって生きものが
生かされている、と実感した。
　今号では出版レーダーコーナーを設け2冊を紹介しま
した。よろしければ、一読ください。
　今号発行は、皆さま方にご投稿ご協力くださりありがと
うございました。また、校正印刷発行に際しては株式会社
高知新聞総合印刷政木巨周様はじめ皆さまにお世話に
なりましてありがとうございました。
　2022年が良い年となりますことを願い編集後記の挨拶
といたします。
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明けましておめでとうございます。
今年の桂浜の初日の出は　また　格別に美しかった。
地平線の雲がさえぎる中、曙光は、悠然と　その光を増
しながら七色の天然色を海面にちりばめてくださった。
穏やかな海面を滑るヨットの演出も美しさを加速してくだ
さった。
この丘の上から見つめる龍馬さんの演出かもしれない。
その美しさ、神 し々さに思わず神に感謝した。
新しい桂浜のスタートを祝福するに余りある美しい元旦
であった。
桂浜公園は民間の管理会社が決まり、整備の具体的プ
ランも決定。いよいよ本年4月から導入されるとのこと。
当会も希望と期待をもって桂浜船出の年を見つめたい。

令和４年　　元旦
桂浜を守り育てる会　代表　ながくに　まさひこ

桂浜水族館ダイアリー
2021年11月30日　初版１刷発行
著　者 ： おとど
発行者 ： 鈴木広和
発行所 ： 株式会社　光文社
定価（本体1,400円＋税）

おとど
高知県の景勝地・桂浜公園内にある桂浜水族館の愛す
べき公式マスコットキャラクター。
「なんか変わるで、桂浜水族館」をモットーに進めた改革
の中、2016年に誕生。担当する公式Twitterのユニーク
さが話題となり、フォロワー数22万人超（2022年1月現
在）。本書がはじめての著書となる。

尾﨑県政12年回顧録
至誠通天の記
2021年9月17日　第1刷発行
著　者 ： 尾﨑正直
発行所 : 株式会社　ぎょうせい
定価（本体2,100円＋税）

尾﨑県政は、如何なる考えによったのか。
地方の可能性を信じ、県政浮揚に全てをかけた3期12年
の回顧録。
これからの地方の在り方を問う、関係者必読の書。

出版レーダー



　私は、昭和３年５月に、高知の青年たちの手によって桂
浜に坂本龍馬像が建立されたときから、桂浜に龍馬の魂
が宿ったのではないかと感じています。
　そして桂浜は、県内屈指の観光地としてだけではなく、
多くの人 に々力を与えるパワースポットとなっており、事実、
著名な政治家や経営者なども多く訪れていると聞き及ん
でいます。
　新型コロナウイルスの感染拡大が世界中に影響を与
え、世の中が混迷を極めるなか、桂浜を訪れ、龍馬にパ
ワーをもらった方も大勢いらっしゃるのではないでしょう
か。
　時代を超えて、人々に勇気や力を与え続ける龍馬の
魂を引き継いでいく場所として、これからも桂浜を魅力あ
るものとしていかなければならないと強く思います。

　さて、令和４年は、桂浜にとっての大きな節目の年となり
ます。
　本市を代表する観光地である桂浜公園は、昭和50年
代に現在の形へと整備が行われましたが、約半世紀近く
を経て、施設の老朽化や多様化する観光ニーズに対応
できなくなってきたことから、平成28年に策定した桂浜公
園整備基本計画に基づき、順次、再整備を進めていま
す。

　令和３年度は、高知県の補助金を活用し、昨年12月、
本浜にリニューアルオープンした展望台付き休憩所をは
じめ、バス待合所や観光案内所等のリニューアル、園路
や無料公衆Wi-Fiの整備に加え、外国人観光客にも対
応した園内看板の改修など公共施設の整備を行い、本
年３月までには完了する予定です。
　そして、再整備の目玉として、桂浜公園の賑わい創出
を図ることを目的に、民間事業者のノウハウを活用し、売
店が立ち並ぶエントランスエリアのリノベーションを軸とし
て公園全体を包括的に管理運営する指定管理者制度
について、本年４月から導入することとしました。

　昨年７月に事業者の公募を実施したところ、県内の４
事業者からご応募いただき、厳正な審査の結果、土産物
の卸し販売を主業務とする「株式会社はりま家」が選定
されました。
　「株式会社はりま家」からの主な提案内容として、売店
が立ち並ぶエントランスエリアの商業施設を「桂浜　海
のテラス」としてリノベーションを行うほか、建物ごとに「食
べる」「買う」「学ぶ」「憩う」をテーマに、飲食や物販など
の充実を図り、観光客だけでなく、市民も日常的に訪れる
ことのできる交流拠点として再生させることが提案されま
した。
　リノベーションのイメージとして、現在の建物のノスタル

ジー感と新しい時代のスタイルを融合させ、桂浜の風・光・
潮の香り、そして坂本龍馬の気配が感じられるデザイン
が採り入れられています。
　さらに、イベントスペースを２か所新設し、イベントによる
誘客を図るとともに、桂浜公園の歴史を楽しみながら学
べるスペースの整備や、フォトスポットづくりのほか、市民
や観光客の皆様が、桂浜の自然を眺めながら、日常的な
健康づくりにも役立つ新たな散策ルートの提供など、新た
な賑わいづくりの提案もされています。

　また、指定管理者制度の導入に併せ、園内に立地する
桂浜水族館や県立坂本龍馬記念館などをはじめとする
関係団体の皆様にもご参加いただき、桂浜の魅力向上に
ついて連携を図るためのプラットフォームとして、エリアマネ
ジメント組織を結成することとしております。関係者の皆様
がWin-Winの関係で連携することにより、桂浜の魅力を
さらに高め、全国に向けた情報発信を行ってまいります。

　桂浜公園再整備の今後のスケジュールとしては、本年
10月にプレオープンを行い、令和５年３月にグランドオープ
ンの予定となっております。
　桂浜は、昔も今も、高知観光の４番バッターです。
　その桂浜の新たな出発は、本市と指定管理者だけが
行うものでは決してなく、桂浜に関わる全ての方にご協力
をいただきながら、年間観光客入込数100万人の実現を
目指して積極的に取り組んでまいりますので、今後ともの
ご支援、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　観光客や市民・県民の皆様に広く愛され、日常的に訪
れていただける公園として生まれ変わる桂浜に、ぜひご
期待ください。

 

岡﨑誠也略歴
出身 ： 宿毛市
生年月日 ： 昭和28年３月17日
昭和50年３月 ： 青山学院大学経済学部卒業
昭和50年４月 ： 高知市役所入庁
平成13年４月 ： 産業振興部観光課長
平成14年４月 ： 産業振興部副部長産業政策課長
　　　　　    事務取扱
平成15年10月 ： 高知市役所退職
平成15年11月 ： 高知市長就任
令和元年11月 ： 高知市長（５期目）
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高知市長　岡﨑誠也

元旦の青空に映える龍馬像

元旦に多くの観光客でにぎわう本浜の展望台付き休憩所

エントランスエリア全景（完成予想図）

白砂青松の桂浜

イベントスペース（完成予想図）
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１　はじめに
　「桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）」の中田
様から2度目の執筆依頼をいただきました。桂浜、水族館
とともに私たち浦戸小学校にも注目していただけること大
変うれしく思います。
　今回は、教科横断型探究学習（STEAM教育）の実
践について紹介します。 

２　教科横断型探究学習（STEAM教育）とは
　STEAMとは、Science（科学）、Technology（技術）、
Engineering（工学）、Art（芸術）、mathematics（数学）
の5つの頭文字をとった造語です。
　さまざまな分野の教育を
横断的に学び、それらを応
用して想像力や創造的な
方法による問題解決を図
ることができる人材育成に
力を入れる教育で、世界的に注目されています。
　日本でも文部科学省を含む政府推進のもとSTEAM
教育が始まっています。教科領域全体を横断的に学ぶ
探究型の学習と捉えることで、現行の教育課程の中でも
無理なく実践していくことができます。

３　本年度の取り組み
　昨年度から本校もSTEAM教育を意識し、生活科や
総合的な学習を中心とした全教科領域の横断型探究学
習を教育課程に位置づけました。「知識・技能」だけでな
く、「思考・判断・表現力」や「学びに向かう力」といった資
質能力の育成を目指して実践をしています。　
　本校の探究学習プログラムは「①みつける→②調べ
る→③つくる→（まとめる→）④発信する→⑤振り返る」を
スパイラルに進めています。特徴的なのは「つくる」活動
があることです。
　みつけた課題を解決するための「つくる」は、地域や社
会、誰かの役に立ち、喜んでもらう「つくる」学習活動を取
り入れることによって、地域社会の課題を自分事として捉
えることができるようになりました。
　本校は児童数４２人の小規模校ですので、探究学習

は低学年（１，２年生）、中学年（３，４年生）、高学年（５，６年
生）のブロックで実施しています。それでは、各ブロックの
今年の学習を紹介します。
①低学年「MAKE YOU HAPPY 大作戦」
　「生活を豊かにするために、身近な人 ・々社会に自ら働
きかけ、表現できる」ことを目標に生活科を中心に、国語、
算数、図工を中心とした探究学習です。
　１学期は、子どもたちが毎日通っている「放課後居場
所」の指導員さんの困りごと
を解決しHappyになってもら
いました。指導員さんの困り
事は、「みんながランドセルや
くつをきちんと整理整頓してく
れないこと」でした。それが分かった子どもたちは、みんな
が整理整頓できる仕組みを自分たちで考えて作りました。
　ランドセルの幅に合わせて
テープを貼り、メッセージを添
えました。大人が指示してや
ると簡単な作業です。でも自
分たちでどうすればよいか試
行錯誤するプロセスがあることで、子どもたちの深い学び
となりました。
　低学年の子どもたちの作ったランドセル置き場や靴箱、
おもちゃの整頓の仕組みは今もちゃんと機能しています。
指導員さんの悩みは解決できました。
　２学期は隣接する、うらど龍馬保育園のお友達を
Happyするおもちゃ作りに取り組みました。
　遊んでいる様子を観察したり、保育士さんにお話を
伺ったりしながら、楽しんで遊んでもらえるおもちゃを考え
て作りました。まとあて、ガチャポン等６種類が完成。笑顔
で遊んでくれている園児の姿に、子どもたちもHappyにな
りました。
②中学年「いのちを守る　いのちをつなぐ」

　２年がかりで学校の南側の何十
年も使われないまま藪に覆われて
いた道を、地域の逃げ道として整
備しました。ここでは、国語や算数、
社会、理科といった教科学習が生
かされています。
　浦戸地区も南海トラフ地震で大

きな被害が予想される地域です。すでに、避難路は整備
されていますが、地域の住宅や道路、避難路の状況を調
べた子どもたちは、お年寄り
や体の不自由な人も安心し
て通れる逃げ道がもう1つ
あったらと考え、フィールドワー
クを繰り返してこの道を見つ
け、2年かけて安心して通れる道に整備しました。11月19日
には、念願の南浦地区のみなさんとの避難訓練を実施す
ることができました。「道ができたことよりも、地域の方と仲
良くなれたことがうれしい」と子どもたちは思っています。
③高学年「１０年後も笑顔あふれる浦戸地区を目指して」
　少子高齢化、人口減少が続く浦戸地区を元気にする
ために、自分たちに何ができるかを考えている子どもた
ち。地域の現状や歴史や文化を学びながら、自分たちに
できることとして考えたのが、地域の食材を使って、歴史
や文化を取り込んだ新しい食の考案でした。

　1596年スペインのサン・
フェリペ号事件と浦戸の関
わりを知った子どもたちが考
えたのは「こじゃんとうまい
浦戸の龍馬飯」です。浦戸
産のシラスや高知のトマト、大葉、ミョウガ等を使ったパエ
リアです。
　難しいこともたくさんありましたが、地域や専門家のみ
なさんの支援を得ながらレシピを考案し、11月15日、県立
坂本龍馬記念館前で限定百食を販売しました。地元の
方、子どもたちが発信したFacebookを見てきてくださっ
た方、観光客の方 に々も味わってもらうことができました。
　販売という大きなイベントが終わったとき、子どもたちは
「自分たちは多くの方に支えられていることが分かった」
そうです。

４　おわりに　
　教科横断型探究学習に取り組むことで、どの子も言語
表現力とそれに伴うコミュニケーション能力が伸びている
と感じます。教科で学んだことが社会で役に立つ実感も
持てるようになりました。
　これからも、子どもたちが生きる社会で求められる力を
見通しながら、共に学び合う学校をつくっていきたいと考
えています。
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高知市立浦戸小学校　
　校長　藤田　由紀子

桂浜公園の出来事
桂浜公園の整備計画
　平成２８年に策定された桂浜公園の整備基本計画が
昨年いよいよ具現化してきた。

 ・ 民間事業者による公園全体を包括管理運営する指定
管理者制度が本年４月から導入されることになった。
　指定管理者の選定が行われ「株式会社はりま家」が
指定された。
　具体的なプランが提案されており、まさに「新しき桂浜
公園」のスタートの年となった。
　エントランスの商業施設一帯を「桂浜　海のテラス」と
してリノベーション行い、観光客だけでなく、市民も日常的
に訪れる交流拠点とする。
　令和４年１０月　プレオープン
　令和５年  ３月　グランドオープン

 ・ 桂浜公園のアメニティ工事の進捗状況
　本浜の展望台付き休憩所が昨年１２月にリニューアル
オープンした。
　本浜遊歩道の整備も完了した。
　その他　バス待合所、観光案内所のリニューアル、な
ど本年３月までに完了予定。

桂浜荘の休館
　国民宿舎桂浜荘が休館した（昨年９月）。
　高知市の直営施設として1964年建設、開業し、改築
や民間委託などを経て、５０有余年の長きにわたり桂浜
のホテルとして親しまれてきた。リニューアルして再出発を
期待する声も多いが今後の計画や扱いは未定とのこと
です。



１　はじめに
　「桂浜を守り育てる会（桂浜水族館応援団）」の中田
様から2度目の執筆依頼をいただきました。桂浜、水族館
とともに私たち浦戸小学校にも注目していただけること大
変うれしく思います。
　今回は、教科横断型探究学習（STEAM教育）の実
践について紹介します。 

２　教科横断型探究学習（STEAM教育）とは
　STEAMとは、Science（科学）、Technology（技術）、
Engineering（工学）、Art（芸術）、mathematics（数学）
の5つの頭文字をとった造語です。
　さまざまな分野の教育を
横断的に学び、それらを応
用して想像力や創造的な
方法による問題解決を図
ることができる人材育成に
力を入れる教育で、世界的に注目されています。
　日本でも文部科学省を含む政府推進のもとSTEAM
教育が始まっています。教科領域全体を横断的に学ぶ
探究型の学習と捉えることで、現行の教育課程の中でも
無理なく実践していくことができます。

３　本年度の取り組み
　昨年度から本校もSTEAM教育を意識し、生活科や
総合的な学習を中心とした全教科領域の横断型探究学
習を教育課程に位置づけました。「知識・技能」だけでな
く、「思考・判断・表現力」や「学びに向かう力」といった資
質能力の育成を目指して実践をしています。　
　本校の探究学習プログラムは「①みつける→②調べ
る→③つくる→（まとめる→）④発信する→⑤振り返る」を
スパイラルに進めています。特徴的なのは「つくる」活動
があることです。
　みつけた課題を解決するための「つくる」は、地域や社
会、誰かの役に立ち、喜んでもらう「つくる」学習活動を取
り入れることによって、地域社会の課題を自分事として捉
えることができるようになりました。
　本校は児童数４２人の小規模校ですので、探究学習

は低学年（１，２年生）、中学年（３，４年生）、高学年（５，６年
生）のブロックで実施しています。それでは、各ブロックの
今年の学習を紹介します。
①低学年「MAKE YOU HAPPY 大作戦」
　「生活を豊かにするために、身近な人 ・々社会に自ら働
きかけ、表現できる」ことを目標に生活科を中心に、国語、
算数、図工を中心とした探究学習です。
　１学期は、子どもたちが毎日通っている「放課後居場
所」の指導員さんの困りごと
を解決しHappyになってもら
いました。指導員さんの困り
事は、「みんながランドセルや
くつをきちんと整理整頓してく
れないこと」でした。それが分かった子どもたちは、みんな
が整理整頓できる仕組みを自分たちで考えて作りました。
　ランドセルの幅に合わせて
テープを貼り、メッセージを添
えました。大人が指示してや
ると簡単な作業です。でも自
分たちでどうすればよいか試
行錯誤するプロセスがあることで、子どもたちの深い学び
となりました。
　低学年の子どもたちの作ったランドセル置き場や靴箱、
おもちゃの整頓の仕組みは今もちゃんと機能しています。
指導員さんの悩みは解決できました。
　２学期は隣接する、うらど龍馬保育園のお友達を
Happyするおもちゃ作りに取り組みました。
　遊んでいる様子を観察したり、保育士さんにお話を
伺ったりしながら、楽しんで遊んでもらえるおもちゃを考え
て作りました。まとあて、ガチャポン等６種類が完成。笑顔
で遊んでくれている園児の姿に、子どもたちもHappyにな
りました。
②中学年「いのちを守る　いのちをつなぐ」

　２年がかりで学校の南側の何十
年も使われないまま藪に覆われて
いた道を、地域の逃げ道として整
備しました。ここでは、国語や算数、
社会、理科といった教科学習が生
かされています。
　浦戸地区も南海トラフ地震で大

きな被害が予想される地域です。すでに、避難路は整備
されていますが、地域の住宅や道路、避難路の状況を調
べた子どもたちは、お年寄り
や体の不自由な人も安心し
て通れる逃げ道がもう1つ
あったらと考え、フィールドワー
クを繰り返してこの道を見つ
け、2年かけて安心して通れる道に整備しました。11月19日
には、念願の南浦地区のみなさんとの避難訓練を実施す
ることができました。「道ができたことよりも、地域の方と仲
良くなれたことがうれしい」と子どもたちは思っています。
③高学年「１０年後も笑顔あふれる浦戸地区を目指して」
　少子高齢化、人口減少が続く浦戸地区を元気にする
ために、自分たちに何ができるかを考えている子どもた
ち。地域の現状や歴史や文化を学びながら、自分たちに
できることとして考えたのが、地域の食材を使って、歴史
や文化を取り込んだ新しい食の考案でした。

　1596年スペインのサン・
フェリペ号事件と浦戸の関
わりを知った子どもたちが考
えたのは「こじゃんとうまい
浦戸の龍馬飯」です。浦戸
産のシラスや高知のトマト、大葉、ミョウガ等を使ったパエ
リアです。
　難しいこともたくさんありましたが、地域や専門家のみ
なさんの支援を得ながらレシピを考案し、11月15日、県立
坂本龍馬記念館前で限定百食を販売しました。地元の
方、子どもたちが発信したFacebookを見てきてくださっ
た方、観光客の方 に々も味わってもらうことができました。
　販売という大きなイベントが終わったとき、子どもたちは
「自分たちは多くの方に支えられていることが分かった」
そうです。

４　おわりに　
　教科横断型探究学習に取り組むことで、どの子も言語
表現力とそれに伴うコミュニケーション能力が伸びている
と感じます。教科で学んだことが社会で役に立つ実感も
持てるようになりました。
　これからも、子どもたちが生きる社会で求められる力を
見通しながら、共に学び合う学校をつくっていきたいと考
えています。
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高知市立浦戸小学校　
　校長　藤田　由紀子

桂浜公園の出来事
桂浜公園の整備計画
　平成２８年に策定された桂浜公園の整備基本計画が
昨年いよいよ具現化してきた。

 ・ 民間事業者による公園全体を包括管理運営する指定
管理者制度が本年４月から導入されることになった。
　指定管理者の選定が行われ「株式会社はりま家」が
指定された。
　具体的なプランが提案されており、まさに「新しき桂浜
公園」のスタートの年となった。
　エントランスの商業施設一帯を「桂浜　海のテラス」と
してリノベーション行い、観光客だけでなく、市民も日常的
に訪れる交流拠点とする。
　令和４年１０月　プレオープン
　令和５年  ３月　グランドオープン

 ・ 桂浜公園のアメニティ工事の進捗状況
　本浜の展望台付き休憩所が昨年１２月にリニューアル
オープンした。
　本浜遊歩道の整備も完了した。
　その他　バス待合所、観光案内所のリニューアル、な
ど本年３月までに完了予定。

桂浜荘の休館
　国民宿舎桂浜荘が休館した（昨年９月）。
　高知市の直営施設として1964年建設、開業し、改築
や民間委託などを経て、５０有余年の長きにわたり桂浜
のホテルとして親しまれてきた。リニューアルして再出発を
期待する声も多いが今後の計画や扱いは未定とのこと
です。
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桂浜水族館館長　秋澤　志名

　2021年も終わってしまう。
今年は良い1年だっただろ
うか。後悔のない1年だった
だろうか。
　11月26日。2019年の新年
会以来の宴会を決行した。
コロナ禍での宴会は延期
が重なり、2021年の少し早

い忘年会シーズンになり、90周年記念の祝宴と2020年と
2021年の宴席の合併となった。例年は200～300人近い
方が集まる。そのためゼネラルマネージャーのさんごは、
いつもこの時期「もう辞める！」となるのだ。今回もか？とあ
る意味期待していたが、久しぶりの宴会なのか、終始ご
機嫌にテキパキと熟していた。慣れたものだ。スタッフの
余興に関しても、まるのんを先頭に新人スタッフも疑うこと
もなく笑顔でハマスイ宴会をやってのけた。ハマスイの宴
会を出席者は「昭和の宴会」という。確かに、昨今このよ
うな宴会余興をする企業はないだろう。しかし、私はこの
宴会こそがハマスイスピリットの集結だと感じている。この
ご時世に若者がここまでやれるパワーを持っていることこ
そが、いまのハマスイを築き上げている。90周年祝宴の
テーマは「昭和の元気な日本を思い出し、みんなもパワー
全開でコロナに立ち向かい明るい未来にしよう」。見事に
我が愛しのスタッフたちは成し遂げてくれた。心残りは、宴
会中に私がスピーチの時間が取れなかったこと。折角、
昭和のクラブのママをイメージしてヘアメイクしていたの
にな…。桂浜公園の再整備や100周年に向けてなどを考

えていた。歴史だけは90年というものすごいものがある
が、かといってなんの特徴もないハマスイには、珍しい生
体がいるわけでも、優れた施設があるわけでもなく、「人」
だけでここまでやってきた。地方の寂れたオンボロ水族館
が今では日本一の水族館とまでランキングされた。85周
年に誕生したマスコットキャラクターおとどちゃんも今や作
家先生だ。Twitterから生まれた作家おとど。まさか、おと
どが物書きになるなんて予想だにしなかった。また、愛し
のスタッフたちが「イケメン飼育員」なんてワードを生み出
すなんてことも。

　私が副館長時代から始まった改革。マイナスをプラス
に ！ なんか変わるで桂浜水族館！！
　メディアから「今までで苦労したことは何ですか？」とよく
聞かれるが、何が苦労だったのだろう？すべてが苦しかっ
たように思うが、それ以上に楽しさや嬉しさや感謝が勝る。
マイナスがすべてプラスにかわって私にとっての苦労って
なんなん？状態だ。こう思えるのも「人」のおかげだろう。無

理難題いうハチャメチャな秋澤志名に文
句言いながらも、一緒に走ってくれるス
タッフや、友人、知人、家族、そして応援
者。私の人生は「人」に恵まれていると痛
感している。このハチャメチャにつきあっ
てくれてありがとう。
　今年は、ハマスイに家族が増えた1年
だ。アシカ、カワウソだけではない。卒業し
たアキも結婚したと旦那さまと挨拶に来
た。GMさんごも結婚した。来年に結婚を
控えたスタッフもいる。ハマスイファミリー

が増えることはうれしい。創業者・亀齢が「従業員は
家族」とし、網元らしい思想のもと桂浜水族館は発展
した。4代目寿一館長もそうだった。仕事とプライベー
トは別物の現在において、家族思想の企業は気持
ち悪いかもしれない。だが、そうだろうか？同じ企業で
働いているのは、同じ釡の飯を食う者同士。喜怒哀
楽共にしてよいではないか。夫婦だってもとは赤の他
人。他人同士がひとつの家族を作りあげる。子どもが
できても個性があって兄弟でも思考は違う。ハマスイ
は、ハマスイ家でありたいと願う。おらんくの水族館を
目指すからには、そこで働くものが「おらんく」にならな
いと完成しない。仲間＝家族が増えることはステキだ。分
館に逝くものもいるが、きっと空の上にある分館でも「おら
んくの水族館」で家族ごっこを楽しんでいるはずだ。

　桂浜公園の指定管理者が決まった。高知を代表する
観光地「桂浜」が変わろうとしている。どんな桂浜公園に
なるのだろうか？過去の歴史を知っている者は、期待と不
安で2022年を迎えようとしている。自然や文化や地域を
大事にしながらも経済的な成り立ちの重要性を考え、地
域資産を観光を通じて経済価値を結び付ける「稼げる

観光」と「持続可能な観光開発」が必要であり、みんなが
桂浜という場所を良くしようといろんなことを考えなければ
ならない。桂浜は史跡も多く、歴史も学べば学ぶほど楽し
くなる。この桂浜はいろんな人の「想い」の歴史もある。今
後私たちはこの「想い」を継承しなければならない。そし
てこの桂浜の宝である自然景観や地元の人のあたたか
さと熱意は守り続けていかねばならない。変わりゆく桂浜
を体感しながら生きることをどうとらえるか。さあどうなる桂
浜。マイナスをプラスに。ハマスイの愛おしいメンバーと共
にドラクロワの絵画のように2022年も走り続けよう。

ハマスイたより
９０周年記念祝賀会
　ハマスイ創立９０周年の記念祝賀会が昨年１２月２６
日、ホテル三翠園で盛大に行われた。
　政界、行政、業界などからのご列席をいただき、型には
まらないハマスイ宴会で応え、明日に弾ける楽しい一
夜であった。

新しい商品
　「桂浜水族館ダイアリー」単行本の販売。
　小説宝石で連載（８回）された「桂浜水族館ダイアリー・
おとど」が今回単行本になり昨年１１月に発売された。
　「こんなに素敵で素晴らしいドラマ、映画化しません
か？」　山里亮太さん　評

オンライン水族館（教育）の定着化
　一昨年から始めたYouTubeによるハマスイの紹介や
飼育員日誌などを動画で紹介している。

　昨年６月からメンバーシップ制を採り会員を募集してい
る。

イベント
 ・ ハロウィンナイトの開催
　昨年１０月３０日　ハマスイ　ハロウィンナイトが開催さ
れた。
　今回も老若男女の仮装で約500人が参加され、ハマス
イのメインイベントの位置が定着してきた。

動物の動き
 ・ アシカの誕生
　６月１９日　アシカ（コエル）誕生（１１号で既報）。
　難産の末　スタッフの手で人工保育で飼育され、その
後見事に生育し人気者として早くも活躍中。

 ・ コツメカワウソの誕生
　昨年１１月１３日　誕生。２頭が元気に生育飼育中。

美人？館長のモノローグ

桂浜水族館館長、秋澤志名

ハマスイダンサーによる開宴挨拶

スタッフひさし　と　ご機嫌の館長ママ

おとどちゃんを囲んで。これぞハマスイだ ！
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桂浜水族館館長　秋澤　志名

　2021年も終わってしまう。
今年は良い1年だっただろ
うか。後悔のない1年だった
だろうか。
　11月26日。2019年の新年
会以来の宴会を決行した。
コロナ禍での宴会は延期
が重なり、2021年の少し早

い忘年会シーズンになり、90周年記念の祝宴と2020年と
2021年の宴席の合併となった。例年は200～300人近い
方が集まる。そのためゼネラルマネージャーのさんごは、
いつもこの時期「もう辞める！」となるのだ。今回もか？とあ
る意味期待していたが、久しぶりの宴会なのか、終始ご
機嫌にテキパキと熟していた。慣れたものだ。スタッフの
余興に関しても、まるのんを先頭に新人スタッフも疑うこと
もなく笑顔でハマスイ宴会をやってのけた。ハマスイの宴
会を出席者は「昭和の宴会」という。確かに、昨今このよ
うな宴会余興をする企業はないだろう。しかし、私はこの
宴会こそがハマスイスピリットの集結だと感じている。この
ご時世に若者がここまでやれるパワーを持っていることこ
そが、いまのハマスイを築き上げている。90周年祝宴の
テーマは「昭和の元気な日本を思い出し、みんなもパワー
全開でコロナに立ち向かい明るい未来にしよう」。見事に
我が愛しのスタッフたちは成し遂げてくれた。心残りは、宴
会中に私がスピーチの時間が取れなかったこと。折角、
昭和のクラブのママをイメージしてヘアメイクしていたの
にな…。桂浜公園の再整備や100周年に向けてなどを考

えていた。歴史だけは90年というものすごいものがある
が、かといってなんの特徴もないハマスイには、珍しい生
体がいるわけでも、優れた施設があるわけでもなく、「人」
だけでここまでやってきた。地方の寂れたオンボロ水族館
が今では日本一の水族館とまでランキングされた。85周
年に誕生したマスコットキャラクターおとどちゃんも今や作
家先生だ。Twitterから生まれた作家おとど。まさか、おと
どが物書きになるなんて予想だにしなかった。また、愛し
のスタッフたちが「イケメン飼育員」なんてワードを生み出
すなんてことも。

　私が副館長時代から始まった改革。マイナスをプラス
に ！ なんか変わるで桂浜水族館！！
　メディアから「今までで苦労したことは何ですか？」とよく
聞かれるが、何が苦労だったのだろう？すべてが苦しかっ
たように思うが、それ以上に楽しさや嬉しさや感謝が勝る。
マイナスがすべてプラスにかわって私にとっての苦労って
なんなん？状態だ。こう思えるのも「人」のおかげだろう。無

理難題いうハチャメチャな秋澤志名に文
句言いながらも、一緒に走ってくれるス
タッフや、友人、知人、家族、そして応援
者。私の人生は「人」に恵まれていると痛
感している。このハチャメチャにつきあっ
てくれてありがとう。
　今年は、ハマスイに家族が増えた1年
だ。アシカ、カワウソだけではない。卒業し
たアキも結婚したと旦那さまと挨拶に来
た。GMさんごも結婚した。来年に結婚を
控えたスタッフもいる。ハマスイファミリー

が増えることはうれしい。創業者・亀齢が「従業員は
家族」とし、網元らしい思想のもと桂浜水族館は発展
した。4代目寿一館長もそうだった。仕事とプライベー
トは別物の現在において、家族思想の企業は気持
ち悪いかもしれない。だが、そうだろうか？同じ企業で
働いているのは、同じ釡の飯を食う者同士。喜怒哀
楽共にしてよいではないか。夫婦だってもとは赤の他
人。他人同士がひとつの家族を作りあげる。子どもが
できても個性があって兄弟でも思考は違う。ハマスイ
は、ハマスイ家でありたいと願う。おらんくの水族館を
目指すからには、そこで働くものが「おらんく」にならな
いと完成しない。仲間＝家族が増えることはステキだ。分
館に逝くものもいるが、きっと空の上にある分館でも「おら
んくの水族館」で家族ごっこを楽しんでいるはずだ。

　桂浜公園の指定管理者が決まった。高知を代表する
観光地「桂浜」が変わろうとしている。どんな桂浜公園に
なるのだろうか？過去の歴史を知っている者は、期待と不
安で2022年を迎えようとしている。自然や文化や地域を
大事にしながらも経済的な成り立ちの重要性を考え、地
域資産を観光を通じて経済価値を結び付ける「稼げる

観光」と「持続可能な観光開発」が必要であり、みんなが
桂浜という場所を良くしようといろんなことを考えなければ
ならない。桂浜は史跡も多く、歴史も学べば学ぶほど楽し
くなる。この桂浜はいろんな人の「想い」の歴史もある。今
後私たちはこの「想い」を継承しなければならない。そし
てこの桂浜の宝である自然景観や地元の人のあたたか
さと熱意は守り続けていかねばならない。変わりゆく桂浜
を体感しながら生きることをどうとらえるか。さあどうなる桂
浜。マイナスをプラスに。ハマスイの愛おしいメンバーと共
にドラクロワの絵画のように2022年も走り続けよう。

ハマスイたより
９０周年記念祝賀会
　ハマスイ創立９０周年の記念祝賀会が昨年１２月２６
日、ホテル三翠園で盛大に行われた。
　政界、行政、業界などからのご列席をいただき、型には
まらないハマスイ宴会で応え、明日に弾ける楽しい一
夜であった。

新しい商品
　「桂浜水族館ダイアリー」単行本の販売。
　小説宝石で連載（８回）された「桂浜水族館ダイアリー・
おとど」が今回単行本になり昨年１１月に発売された。
　「こんなに素敵で素晴らしいドラマ、映画化しません
か？」　山里亮太さん　評

オンライン水族館（教育）の定着化
　一昨年から始めたYouTubeによるハマスイの紹介や
飼育員日誌などを動画で紹介している。

　昨年６月からメンバーシップ制を採り会員を募集してい
る。

イベント
 ・ ハロウィンナイトの開催
　昨年１０月３０日　ハマスイ　ハロウィンナイトが開催さ
れた。
　今回も老若男女の仮装で約500人が参加され、ハマス
イのメインイベントの位置が定着してきた。

動物の動き
 ・ アシカの誕生
　６月１９日　アシカ（コエル）誕生（１１号で既報）。
　難産の末　スタッフの手で人工保育で飼育され、その
後見事に生育し人気者として早くも活躍中。
 ・ コツメカワウソの誕生
　昨年１１月１３日　誕生。２頭が元気に生育飼育中。

美人？館長のモノローグ

桂浜水族館館長、秋澤志名

ハマスイダンサーによる開宴挨拶

スタッフひさし　と　ご機嫌の館長ママ

おとどちゃんを囲んで。これぞハマスイだ ！



　令和3年創業90周年を迎えた桂浜水族館には、ちょう
ど勤続50周年を迎えた従業員がいる。
　90年間のうち50年間を支え、いまだ現役で勤めている
ベテランスタッフ「高谷將夫」についての話を、偶然か運
命か、世にも珍しい二代目水族館従業員となった息子の
「高谷尚司」がお届けする。

　わが父、高谷將夫は、高知大学培漁業学科ができた
初年度の学生で、鳴門市から高知にやって来た。この時
はまだ桂浜水族館への就職の可能性は微塵も考えてい
なかったらしい。

　高知大学を卒業したのち、大阪の魚市場で2年ほど勤
めたが、どうにも水が合わず、大学時代の恩師である谷
口先生に相談したところ、桂浜水族館から求人が出てい
るということを知らされた。
　先生と共に水族館を訪れ、当時4代目館長「永国寿一
（ちーやん館長）」の面談を受けたのち採用となった。今か
ら50年前、1971年（昭和46年）、高谷將夫26歳の時のこと。
　ちなみに私は、まだ影も形もない。

　採用当時の水族館は、龍馬像付近から浜辺に下りて
すぐのところにあり、現在は旧館と呼んでいる施設だ。そ
の頃のちーやん館長は、自身も飼育に携わっており、日常
の掃除や餌やりを地元のパートのおばちゃんたちが担当
していたため、父の仕事は実はまだそれほどない。
　そこで、館内の補修などをしていた地元の大工さんに
習いながら大工仕事を覚えたり、ちーやん館長の運転手
をしたり、ちーやん館長のご趣味でもあった庭石集めに

山奥まで行ったり、という水族館飼育員の仕事らしからぬ
ことばかりをしていた。
　このころ収集した庭石は、現在の水族館への建て替
えの際に再配置され、現在もまだ水族館各所に配置して
いる。

　そうして飼育員らしからぬ業務をしていたところに、イ
ルカの三津子がやって来た。
　室戸市三津漁港に
水揚げされたものの、
買値がつかなかった
ために（当時はイルカ
も食べられていた）港
で解放されたイルカ
が、そのまま港の中に
住み着いてしまったと
いう連絡を受けた父
は、すぐに室戸に向
かってそのイルカと出
会った。それからしば
らくは、毎日、早朝に室
戸（片道80km余）へ
と向かい、三津子に
餌を与えてから水族館に出勤。日中の業務が終わったの
ち夕方また室戸へ往復するという生活を続けることに
なった。多い時には、日中に更にもう一度、あわせて3往復
することもあったそうだ。
　そのかいあって、三津子は桂浜水族館で初めて搬入・
飼育したイルカとなり、大人気となった。
　そうして毎日通い、イルカの世話をしている姿を見てい
た三津大敷網漁協の皆さんが、桂浜水族館を応援してく
れるようになった。大敷網（超大型の定置網）に入った魚
のうち、ちょっと面白い種類を水槽で生かしておいてくれ

たり、船に同乗して、網を引き揚げる前に欲しい魚をすくっ
て確保させてくれたりと、協力を得られるようになったのだ。
　室戸岬周辺は、黒潮の影響によって非常に多くの魚
種が存在し、それが大敷網に入る。
　この室戸三津大敷網漁協からの魚類供給は、桂浜水
族館の飼育魚種数に大きな影響を与えた。
　現在もその協力関係は持続しており、魚種数・個体数
ともに展示海水魚のかなりの割合が三津大敷網から
やって来る。

　そうして父は、三津大敷網からさまざまな魚をもらってく
る中で、マンボウに目をつけた。そのころはまだ、マンボウ
が長期飼育できるとは考えられておらず、父はいろいろな
工夫をしながら長期飼育にトライした。

　その結果、1978年（昭和51年）に、129日という世界記
録を樹立した。
　そのあとしばらくすると、他県の大きな水族館で数年単
位でのマンボウの飼育が行われるようになったのだが、桂
浜での飼育記録がその先鞭をつけたということもあり、当
時は大きなインパクトになった。

　次の大きな仕事は、採用当時からのちーやん館長との
約束でもあった本格的な水族館の建て替えだった。
　高速高知道開通、黒潮博覧会開催に合わせて高知市

による桂浜公園
の整備が計画さ
れ、それに合わ
せての建て替え
だ。この時期に
合わせることは
高知市からの要
請でもあった。

　水族館の建て替えは、基本的に隣地への引っ越し。飼
育している動物を一時保管することが難しいため、現行
の設備をそのままに、新しいものを建て、そこへ引っ越す
という段取りだ。
　このため父は、日中は建設現場と水族館を往復しなが
ら飼育業務を行い、夕方から建設会社との打ち合わせ
や工事立ち合いなどを行うことになる。このころ私は小学
校に入るくらいだったのだが、父は、毎日朝早く家を出て、
帰宅はいつも0時を過ぎていたため、家にいたという記憶
はほとんどない。昨今言われているワークライフバランス
では、とても考えられない労働時間だ。
　そうして現在の水族館施設ができてからも、世界最大
の蟹「タカアシガニ」をたくさん展示したり、イルカショーを
したり、海水井戸ポンプの世話をしたり、電気系統のトラ
ブルに対応したり、冬の寒い磯に潜って魚を捕えてきた
り、とにかく水族館運営について必要なことはなんでも
やっていくうちに50年が経過した。
　水族館スタッフの立場から離れて、息子として言わせ
てもらうと、後背地人口の少なさ、バブル崩壊からの長く
続く景気後退など、恵まれているとはいえない経営環境
や、他県で同時期に建設された水族館の閉館も続くな
か、創業90周年を迎えられたことに、父の功績は決して
小さくないものだと考えている。
　
　最近８年間は
不肖の息子こと
私が入社して、
父には恥をかか
せることばかり
だが、なんとか
父と共に100周
年を目指して頑
張っている。桂浜たより読者の皆様には、引き続き桂浜水
族館を応援していただけますようお願いいたします。

　父はすでに76歳となっているが、父の母・祖母は、104
歳まで病気らしい病気もせず天寿を全うした元気長命の
血筋であるため、きっと100周年にもまた、60年働いたと
言って自慢してくることだろう。
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高谷將夫 永年勤続ものがたり 桂浜水族館 飼育スタッフ
　高谷　尚司

旧水族館の勇姿（S30年代撮影）

旧水族館のパンフレット

マンボウ飼育世界記録の記事（昭和５１年７月３日付　朝日新聞記事から）

三津漁港から来た初イルカの三津子

写真右＝入社当時の高谷將夫、左は新入社員の丸林友文
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　令和3年創業90周年を迎えた桂浜水族館には、ちょう
ど勤続50周年を迎えた従業員がいる。
　90年間のうち50年間を支え、いまだ現役で勤めている
ベテランスタッフ「高谷將夫」についての話を、偶然か運
命か、世にも珍しい二代目水族館従業員となった息子の
「高谷尚司」がお届けする。
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初年度の学生で、鳴門市から高知にやって来た。この時
はまだ桂浜水族館への就職の可能性は微塵も考えてい
なかったらしい。

　高知大学を卒業したのち、大阪の魚市場で2年ほど勤
めたが、どうにも水が合わず、大学時代の恩師である谷
口先生に相談したところ、桂浜水族館から求人が出てい
るということを知らされた。
　先生と共に水族館を訪れ、当時4代目館長「永国寿一
（ちーやん館長）」の面談を受けたのち採用となった。今か
ら50年前、1971年（昭和46年）、高谷將夫26歳の時のこと。
　ちなみに私は、まだ影も形もない。

　採用当時の水族館は、龍馬像付近から浜辺に下りて
すぐのところにあり、現在は旧館と呼んでいる施設だ。そ
の頃のちーやん館長は、自身も飼育に携わっており、日常
の掃除や餌やりを地元のパートのおばちゃんたちが担当
していたため、父の仕事は実はまだそれほどない。
　そこで、館内の補修などをしていた地元の大工さんに
習いながら大工仕事を覚えたり、ちーやん館長の運転手
をしたり、ちーやん館長のご趣味でもあった庭石集めに

山奥まで行ったり、という水族館飼育員の仕事らしからぬ
ことばかりをしていた。
　このころ収集した庭石は、現在の水族館への建て替
えの際に再配置され、現在もまだ水族館各所に配置して
いる。

　そうして飼育員らしからぬ業務をしていたところに、イ
ルカの三津子がやって来た。
　室戸市三津漁港に
水揚げされたものの、
買値がつかなかった
ために（当時はイルカ
も食べられていた）港
で解放されたイルカ
が、そのまま港の中に
住み着いてしまったと
いう連絡を受けた父
は、すぐに室戸に向
かってそのイルカと出
会った。それからしば
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餌を与えてから水族館に出勤。日中の業務が終わったの
ち夕方また室戸へ往復するという生活を続けることに
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のうち、ちょっと面白い種類を水槽で生かしておいてくれ

たり、船に同乗して、網を引き揚げる前に欲しい魚をすくっ
て確保させてくれたりと、協力を得られるようになったのだ。
　室戸岬周辺は、黒潮の影響によって非常に多くの魚
種が存在し、それが大敷網に入る。
　この室戸三津大敷網漁協からの魚類供給は、桂浜水
族館の飼育魚種数に大きな影響を与えた。
　現在もその協力関係は持続しており、魚種数・個体数
ともに展示海水魚のかなりの割合が三津大敷網から
やって来る。

　そうして父は、三津大敷網からさまざまな魚をもらってく
る中で、マンボウに目をつけた。そのころはまだ、マンボウ
が長期飼育できるとは考えられておらず、父はいろいろな
工夫をしながら長期飼育にトライした。

　その結果、1978年（昭和51年）に、129日という世界記
録を樹立した。
　そのあとしばらくすると、他県の大きな水族館で数年単
位でのマンボウの飼育が行われるようになったのだが、桂
浜での飼育記録がその先鞭をつけたということもあり、当
時は大きなインパクトになった。

　次の大きな仕事は、採用当時からのちーやん館長との
約束でもあった本格的な水族館の建て替えだった。
　高速高知道開通、黒潮博覧会開催に合わせて高知市

による桂浜公園
の整備が計画さ
れ、それに合わ
せての建て替え
だ。この時期に
合わせることは
高知市からの要
請でもあった。

　水族館の建て替えは、基本的に隣地への引っ越し。飼
育している動物を一時保管することが難しいため、現行
の設備をそのままに、新しいものを建て、そこへ引っ越す
という段取りだ。
　このため父は、日中は建設現場と水族館を往復しなが
ら飼育業務を行い、夕方から建設会社との打ち合わせ
や工事立ち合いなどを行うことになる。このころ私は小学
校に入るくらいだったのだが、父は、毎日朝早く家を出て、
帰宅はいつも0時を過ぎていたため、家にいたという記憶
はほとんどない。昨今言われているワークライフバランス
では、とても考えられない労働時間だ。
　そうして現在の水族館施設ができてからも、世界最大
の蟹「タカアシガニ」をたくさん展示したり、イルカショーを
したり、海水井戸ポンプの世話をしたり、電気系統のトラ
ブルに対応したり、冬の寒い磯に潜って魚を捕えてきた
り、とにかく水族館運営について必要なことはなんでも
やっていくうちに50年が経過した。
　水族館スタッフの立場から離れて、息子として言わせ
てもらうと、後背地人口の少なさ、バブル崩壊からの長く
続く景気後退など、恵まれているとはいえない経営環境
や、他県で同時期に建設された水族館の閉館も続くな
か、創業90周年を迎えられたことに、父の功績は決して
小さくないものだと考えている。
　
　最近８年間は
不肖の息子こと
私が入社して、
父には恥をかか
せることばかり
だが、なんとか
父と共に100周
年を目指して頑
張っている。桂浜たより読者の皆様には、引き続き桂浜水
族館を応援していただけますようお願いいたします。

　父はすでに76歳となっているが、父の母・祖母は、104
歳まで病気らしい病気もせず天寿を全うした元気長命の
血筋であるため、きっと100周年にもまた、60年働いたと
言って自慢してくることだろう。
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高谷將夫 永年勤続ものがたり 桂浜水族館 飼育スタッフ
　高谷　尚司

旧水族館の勇姿（S30年代撮影）

旧水族館のパンフレット

マンボウ飼育世界記録の記事（昭和５１年７月３日付　朝日新聞記事から）

三津漁港から来た初イルカの三津子

写真右＝入社当時の高谷將夫、左は新入社員の丸林友文
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　新年あけましておめでとうございます。桂浜たより第12
号は皆さまよりご寄稿くださり、発行となりました。ありがとう
ございます。
　はじめに、岡﨑誠也高知市長より「生まれ変わる桂浜」
桂浜には龍馬の魂が宿っている。観光客や市民・県民の
皆さまに広く愛され、日常的に訪れてくれる公園として生ま
れ変わる桂浜に、ぜひご期待くださいと、寄稿頂きました。
　次に、高知市立浦戸小学校　藤田由紀子校長より
「ともに学びともに歩む学校」教科横断型探求学習の実
践について寄稿を頂きました。生徒は自らが考え実行パ
ソコンも活用しています。このような素晴らしい浦戸小学
校を皆さまに知っていただきたいと思います。
　そして、桂浜水族館秋澤志名館長は「美人館長モノ
ローグ」の中で「桂浜の宝である自然環境や地元の人の
あたたかさと熱意を守り続け…変わりゆく桂浜を体感し
ながら生きることを…さあどうなる桂浜。マイナスをプラス
に。2022年も走り続けよう。」と強い決意を感じました。
　桂浜水族館の高谷尚司飼育スタッフには「高谷將夫

永年勤続ものがたり」と題して、桂浜水族館を長年支え
てきた父君の飼育員としての活躍ぶりを紹介してもらいま
した。

　2022年1月1日6時、桂浜水族館バックヤードより入ると
灯りのついた部屋にスタッフ3人とアシカ一頭。スタッフは
小魚をさばいていた。アシカ一頭床に座りエサを待ってい
た。ハマスイでは昼夜問わずスタッフによって生きものが
生かされている、と実感した。
　今号では出版レーダーコーナーを設け2冊を紹介しま
した。よろしければ、一読ください。
　今号発行は、皆さま方にご投稿ご協力くださりありがと
うございました。また、校正印刷発行に際しては株式会社
高知新聞総合印刷政木巨周様はじめ皆さまにお世話に
なりましてありがとうございました。
　2022年が良い年となりますことを願い編集後記の挨拶
といたします。

なかた　まさし

ハマスイにまた新しい命が誕生した。
（生後２カ月の赤ちゃんカワウソ）2022・1・9　おとど：撮影

初日の出　大海原より出ずる神秘的現象　感動。
2022年１月１日7:13  桂浜水族館より　土佐龍将：撮影ごあいさつ

編集後記

第12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 た よ り 　 第 1 2 号

桂浜たよりVol.12
2022年1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
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明けましておめでとうございます。
今年の桂浜の初日の出は　また　格別に美しかった。
地平線の雲がさえぎる中、曙光は、悠然と　その光を増
しながら七色の天然色を海面にちりばめてくださった。
穏やかな海面を滑るヨットの演出も美しさを加速してくだ
さった。
この丘の上から見つめる龍馬さんの演出かもしれない。
その美しさ、神 し々さに思わず神に感謝した。
新しい桂浜のスタートを祝福するに余りある美しい元旦
であった。
桂浜公園は民間の管理会社が決まり、整備の具体的プ
ランも決定。いよいよ本年4月から導入されるとのこと。
当会も希望と期待をもって桂浜船出の年を見つめたい。

令和４年　　元旦
桂浜を守り育てる会　代表　ながくに　まさひこ

桂浜水族館ダイアリー
2021年11月30日　初版１刷発行
著　者 ： おとど
発行者 ： 鈴木広和
発行所 ： 株式会社　光文社
定価（本体1,400円＋税）

おとど
高知県の景勝地・桂浜公園内にある桂浜水族館の愛す
べき公式マスコットキャラクター。
「なんか変わるで、桂浜水族館」をモットーに進めた改革
の中、2016年に誕生。担当する公式Twitterのユニーク
さが話題となり、フォロワー数22万人超（2022年1月現
在）。本書がはじめての著書となる。

尾﨑県政12年回顧録
至誠通天の記
2021年9月17日　第1刷発行
著　者 ： 尾﨑正直
発行所 : 株式会社　ぎょうせい
定価（本体2,100円＋税）

尾﨑県政は、如何なる考えによったのか。
地方の可能性を信じ、県政浮揚に全てをかけた3期12年
の回顧録。
これからの地方の在り方を問う、関係者必読の書。

出版レーダー


