
今年は 8 月から 9 月 18 日（金）までの期間、パソコンやスマートフォンから参加可能な「Zoom」を 

使ったオンラインで高知暮らしフェアを開催することとなりました。 

移住担当者との相談、お仕事相談、住宅紹介など、盛りだくさんのメニューでみなさまをお待ちして

います！ 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 23 号 

空が高くなり、白い雲がたなびく季節となりました。 

食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋など、秋には様々な楽しみ方がありますが 

みなさまはどんな秋を楽しまれますか？♪ 

実りの秋でもあり、土佐清水市には美味しいものがたーくさんあるので、 

私たちは今年も、もっぱら食欲の秋になりそうです/(＾0＾)/ 笑 

みなさま、まだまだ暑い日も続きますのでお体には充分にお気を付けくださいませ。 

はじめまして！東京都より I ターンして来ました、染谷輝夫です。 

7 月 27 日から地域おこし協力隊の移住促進担当に 

任命されました東京都江戸川区出身の染谷輝夫 

（そめやてるお）です。 

私は長年商社で海外営業の仕事をしておりました。 

主に電子部品の売買で中国に出張・駐在していたので、 

移住促進の仕事は初めてです。 

地域おこし協力隊に応募したのは、私の妻が土佐清水市出身で今年 2月に生まれた子供を、 

自然豊かな地域で育てていくことが大切だと考えたのがきっかけです。 

土佐清水市で山と海に囲まれて時を過ごすことは心が癒されると感じていますので、一人でも

多くの「土佐清水のファン」を増やし、「ここで暮らしたい」と思ってもらえる様、自分が感じ

た魅力を全力でアピールしたいと思っています。どうぞ宜しくお願い致します。 

 

高知暮らしフェアオンライン相談会 

9 月の土佐清水市スケジュール 

※特設サイトにて事前のご予約が必要です。 

・9/ 4（金） 10:00～12:00 及び 13:00～16:00 

・9/11（金） 10:00～12:00 及び 13:00～16:00 
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 館内には、海や川に棲んでいる約 350 種 15,000 点

の生き物が展示されているとのことで、はやる気持

ちを抑えながら進んでいくと、最初に出迎えてくれ

たのはプロジェクションマッピングを活かした「足

摺の原生林エリア」です。 

壁面にはカワセミが魚を捕らえる様子などが映し

だされ、2018 年、新種として確認された「トサシミ

ズサンショウウオ」など希少な生物が展示されてい

ます。 

2 階に上がると渓流・里山・河口コーナーでは、 

アマゴなどの川魚や、アクアマリンふくしまの水族

館より引っ越してきたユーラシアカワウソの兄弟、

「陸（リク）くん」と「海（カイ）くん」がお出迎

えしてくれました！ 

夜行性のため、普段は寝ていることが多いとのこ

とですが、水槽に手をついてかわいいポーズをとっ

てくれました(^^)ｖ 

     

再び 1階に降りると、円柱型の水槽に約 1万匹もの 

イワシの群れがまるで大きな生き物のように泳いでい

て、染谷隊員も思わずびっくり…(/・ω・)/ 

新・足摺海洋館最大の幅 13.5ｍ×水深 5.6ｍの竜串

湾大水槽では、さまざまなサンゴ礁をカラフルな熱帯

魚が彩る海中風景が再現されており、2006 年より飼

育されている「シノノメサカタザメ（※サメという名

前ですが実はエイの仲間）」が悠々と泳いでいます。 

また、熱帯の魚だけでなく温帯の魚も一緒に飼育さ

れているなどの豆知識も教えていただきました。 

7 月 18 日にグランドオープンした新・足摺海洋館 SATOUMI へ取材に行ってきました！移住促進サイト「なつかし暮らし」でも 

ご紹介しています 2019 年に Iターン移住された、企画広報担当の茂木みかほさんにお話をお伺いしてきました。 

新・足摺海洋館 SATOUMI はいくつかのエリアに分かれており、館内は自然のミュージアムとして「森から海へ、豊かな森が豊かな海

を造る」をコンセプトに、幻想的な風景、波の打ち寄せる音、ほのかな潮の香り、磯の生き物との触れ合いなど五感で竜串湾の自然を

感じることができます。 
 

１. 足摺の原生林 -いのちを育む源流の森- 

２. プロローグ -ようこそ足摺・竜串へ- 

３. 竜串湾 2Ｆ -サンゴが育む多様な生物- 

３. 竜串湾 1Ｆ -サンゴが育む多様な生物- 

4. 足摺の海 -足摺の海が、私たちにもたらす恵み- 

展示エリアを抜けた直営ショップでは、茂木さんが企画に関わったシイラやカワウソのぬ

いぐるみやキーホルダーなど、オリジナルの人気商品も販売しております。 

海と自然のアドベンチャーミュージアム、新・足摺海洋館 SATOUMI、何度でもいろんな人

と行きたくなる土佐清水の新しい観光スポットでした！今回ではご紹介しきれていない見所

やポイントもたくさんありますので、みなさんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？ 

 

5. 外洋 -黒潮が運ぶ、多様な生き物たち- 

 

2 階のエリア最後となる竜串湾エリアは、大水槽を

上から眺めることができるだけでなく、窓の向こう

の竜串湾の景色が一体化したように見える工夫がさ

れています。 

また、タッチングコーナーも用意されており、ナ

マコ、ヒトデ、ウニなどの磯の生き物と触れ合うこ

ともできます。（現在、中止中） 

ウミガメが足摺海底館をバックに泳いでおり、人

懐っこいようで手を振るとそっと寄ってきてくれま

した♪ 

 黒潮が近くを流れる足摺の海に生息する生き物が展

示されています。そんな中から一匹のロウソクイソギ

ンポ（右の写真）と目が合い思わず写真をパシャリ！ 

貝殻からひょっこりと顔を出すかわいい横顔は訪れ

る人たちにも好評とのことです♪ 

側面から上面まで繋がっている外洋水槽には、清水

サバ（ゴマサバ）やエイなどが優雅に泳いでおり、下

から眺めるとまるで海の中にいるかのようです。 

 また「海の宝石」と言われるウミウシや、ふわふわ

漂うクラゲたちは、幻想的で癒されました。 

6. 深海 -暗い海に広がる、神秘の世界- 

主に室戸沖の深海からやってきた生物を展示してい

ます。大きな目や口など一風変わった見た目をしてい

るものが多く、私たちが見ることができない深海の世

界の一部を垣間見ることができました。 
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