
 

 

３年目に向け元気にスタート！ 
  

謹んで年頭のご祝詞を申し上げます。 

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうご

ざいました。本年もご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願い申し上げます。 

 

よく「年齢を重ねると時の経つのが早くなる」

と言いますが、本当にそのとおりですね。１年経

つのが早いこと･･･。もっともっと時間を有効に使

わねばならないと痛感しています。 

議員生活も 1 年 8 ヵ月が経ちました。勉強する

ことは山ほどありますが、そろそろ成果を出して

いけるよう、新たな年に向けてギアを切り替えて

いきます。 

 

また「季節感を感じなくなった」と言う人もい

ます。私も以前はそう思っていました。 

ところが最近、卒業式、入学式、成人式など人

生の節目や、地域行事やおまつりに参加する機会

が増え、「季節」や「人生の春秋」をこれまで以上

に感じるようになりました。 

こうした「人」「地域」「季節」を大切にするのは日本の良き「伝統」です。こうした日

本の良さを感じながら、企業人として培った経験を活かし、新たな時代を拓いていくアイ

ディアを考えていきたいと思います。 

 

さて、現実に戻ります。 

これまでに経験したことのない「波乱の年」がスタートしました。今は、経済環境の悪

化や政治の混迷など、社会全体に急ブレーキがかかった状態です。初めて経験する試練の

年ですが、現状をしっかりと受け止め、「現場主義」で活動していきます。 

スローガンに掲げた「創ろう！元気な浜松」をめざして、20 年 30 年先を見据え、中長

期的に取り組まねばならないことと、今、喫緊に行動しなければいけないことを見極め、

精一杯、汗をかき、知恵を絞って取り組んでいきます。 

今年もよろしくお願いいたします。 
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創ろう！元気な浜松 

今年もガンバリますっ！
 



平成２１年の浜松を元気にするのはコレ！ 
 
明るいニュースが少なかった年末でしたね。今年はどんな１年になるでしょうか･･･。

私は緊張感を失わずに必要な施策を提言していきますが、みんなの力で閉塞感を打ち破る

ことも大切です。地域経済活性化には個人消費の拡大が不可欠です。今年は「近・安・

楽」で、浜松の魅力を再発見して、楽しんではいかがでしょうか？ 

今年の主な話題をピックアップしてお知らせします。 
 

☆「ToBiO」オープン！ 
 

２月７日（土）「古橋廣之進記念

浜松市総合水泳場（愛称 ToBiO）」

がオープンします。 

メインプールは国際大会もできる

本格的なモノですが、屋内プール、

レジャープールも完備されており、 

誰でも楽しめます。 

春以降はイベントも盛りだくさん。みなさんも足を運んでみてはいかがですか？ 

 

◆場所：浜松市西区篠原町 国道１号線（浜名バイパス）篠原インター近く 

 

●主なイベント 

４月１６日（木）－１９日（日） 第８５回日本選手権水泳競技大会 

オリンピック選手の華麗な泳ぎが見れるかも･･･ 

８月 １日（土）－ ２日（日） とびうお杯全国少年少女水泳競技大会（予定） 

昨年までの「江ノ島水泳場」から場所を変えて実施します 

９月２６日（土）－２７日（日） 第２６回日本身体障がい者水泳選手権大会（予定） 

浜松を「思いやりの心が結ぶ優しいまち」にしたいものですね 
 

 

 ☆番外編 「近・安・楽」なら天竜区へ！ 

浜松市天竜区には魅力がいっぱい！ 

ドライブやツーリングで新しい魅力を探しに行っては

いかがでしょうか？ 

◆おすすめの場所（私がよく行くところ） 

①秋野不矩美術館 

②春埜杉 

③スーパー林道 

④瀬尻の段々茶園 

⑤佐久間レールパーク 

⑥くんま水車の里 

◆おすすめの食物（私がよく買うモノ） 

お茶・乾し鮎・しいたけ（春野・天竜） 

栃餅（水窪）・そば（佐久間）等 

道の駅などにおいしい地場産品がたくさんありま

す。みなさんもおすすめの一品を教えてください。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

【地図は浜松市ＨＰから】 



 

☆モザイカルチャー世界博２００９ 
 

◆会期：９月１９日（土）－１１月２３日（月） 

◆会場：はままつフラワーパーク 

 

この秋のビッグイベントといえば「モザイカルチャー」。

緑と花の芸術作品が目を楽しませてくれます。 

来場者は１３０万人を見込んでいます。５００万人以

上が訪れた「浜名湖花博」にはおよびませんが、経済

波及効果にも期待がもたれています。 

 

３月末まで、普通入場券１８００円のところ１４００円

でお買い求めになれます（４月以降１６００円）。 

 

「モザイカルチャーってなに？」という人は、現在、浜松市内に展示してある下記の作品をぜひ一

度ご覧ください。訪ね歩いてみても面白いかもしれませんよ。 

●各区が設置したモザイカルチャー 
設置者 設置場所 名称 

浜松市(中区) 中区役所 on 浜 on hama ～音浜～ 

(東区) 東区役所 みんなが笑顔で 

(西区) イオンモール浜松志都呂 うなぎ 

(南区) 南区役所 静岡大好きっ！ 

(北区) みをつくし文化センター 道中 

(浜北区) なゆた・浜北駅前広場 みどりくんとさつきちゃん 

(天竜区) 天竜壬生ホール 天にも昇れ 

●その他 
設置者 設置場所 名称 

MIH2009協会 はままつフラワーパーク うなぎに驚くウナギイヌ 

浜松市 ＪＲ浜松駅北口広場「キタラ」 風と波 

レインボーいりの 雄踏街道バイパス入野地内 うさぎとピアノ 

スズキ㈱ スズキ本社正門前 飛翔（羽ばたく 3 羽の鳥。正式名称は不明）  
 

☆第２４回国民文化祭・しずおか２００９ 

◆会期：１０月２４日（土）－１１月８日（日） 県下全域で開催 

国内最大の文化イベント。日本中からさまざまな文化や人が集まり交流します。浜松市でも多くの

イベントが開催されます。お楽しみください。 

  ●浜松市での開催イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【「レインボーいりの」のみなさんと作品】 

開催日 イベント 開催場所 内容（テーマ等） 

10/24（土）～8（日） 歴史文化フェスティバル 浜松市美術館ほか 展覧会「今よみがえる浜松の城」他 

10/24（土）～8（日）     美術展（書） クリエート浜松 伝えたい…端々しい命の輝き 

10/24（土）～8（日）     美術展（デザイン･グラフィックアート） 静岡文化芸術大学（予定） 環境を考えるポスター展 

10/24（土）～25（日） 大正琴の祭典 アクト中ホール 音楽の都 浜松に響く大正琴の調べ 

10 月 31 日（土） 演劇の祭典 浜松アリーナ 市民 500 人ステージ「三方原合戦！」 

11 月 1 日（日） オーケストラの祭典 アクト大ホール 記念オケの編成 

11 月１日（日） ジャズフェスティバル アクト中ホール 世代を超えたジャズの大交流 

11 月 1 日（日） 

11 月 8 日（日） 

農村歌舞伎 開明座 

湖西市民会館 

浜名湖・天竜にいきづく 

地芝居の祭典 

11 月 2（月）～4（水） ハーモニカフェスティバル キタラ・アクト中ホール 今、ハーモニカが熱い！ 

11 月 3 日（火・祝） 吹奏楽の祭典 アクト大ホール 全国大会出場団体の競演 

11 月 6 日（金）     

11 月 7 日（土） 

フリーダンスフェスティバル キタラ 

はまホール 

ヒップホップダンス等 

世界民族舞踊等 

11 月 7 日（土） マーチングバンド・バトントワーリングの祭典 浜松アリーナ トップレベルの団体が出場 

 



 

１２月の活動報告
02(火) 建設委員会 

06(土) 篠原公民館移転新築式典 

     暴力追放市民大会 

07(日) 地域防災訓練 

08(月) 建設委員会 

09(火) 行財政改革推進特別委員会 

     入野地区自治会長会議 

11(木) 全員協議会・本会議 

14(日) 入野公民館まつり 

15(月) 交通安全運動街頭広報 

16(火) 都市計画審議会 

18(木) 教育シンポジウム 

21(日) 行革審（傍聴） 

     ズズキ労連クリスマスフェスタ 

     南区フェスタ 

１ 月 の活動予定
04(日) 入野地区自主防出初式 

07(水) 賀詞交歓会 

連合議員団会議 

09(金) 入野地区自治会長会議 

10(土) 浜松市出初式 

11(日) 入野地区成人式 

19(月) 入野中学校立志式 

建設委員会 

20(火) 市民クラブ視察研修 

～22(木)   （和歌山・八尾・堺） 

25(日) 入野公民館まつり 

     多文化共生フォーラム 

27(火) 若手議員の会視察研修 

～28(水)   （岐阜・福井） 

29(木) 自動車総連ミーティング 

 

【編集後記】 

昨年の漢字は「変」でした。私はむしろ

今年の方が「変」の年ではないかと思

います。 

政治はアメリカでオバマ政権が始動。

世界全体の変化を予感させます。

日本でも総選挙が行われますが、今

の閉塞感を打開したいものです。 

景気は昨年の急降下からどう進むの

か。浜松の経済社会も大きな影響を

受けています。 

市民のニーズにタイムリーにこたえるこ

とのできる市政をめざして、さらに改革

に努めます。（章） 

最近のブログから ○元気の素（12/27） 
写真は「鰻（まん）パワードリン

ク」。西区雄踏町にある「海老

仙」さんで販売しています。 

うなぎから抽出されたＤＨＡや

ビタミンＡ・Ｄの他、すっぽんエキ

スやローヤルゼリー、薬用人参

など、1本で浜名湖うなぎ 10匹

分のパワーとのこと。力が出そう

なドリンクです。 

海老仙さんは、昨年、「うなぎ

の未利用部分（骨・頭）」を使った

ペットフードを、産学官の連携で

商品化するなど、ユニークな商

品を開発しています。 

今回のドリンクも、そうした斬新なアイディアがヒントになって

いるとも・・・。 

これまで捨てていた部分を商品化して、さらに消費者に元気

を与えてくれるなんて面白いですよね。 

 

こちらの写真は「穂のか」。昨

日（12/26）の地元新聞に掲載さ

れた商品です。 

製造販売は西区坪井町の「田

町梅月」さん。浜松ブランド「やら

米か」の米粉を使ったロールケ

ーキで、きな粉味と抹茶味の 2

種類があります。 

地元産の材料を使った新分野のお菓子ですが、新たな商品

の開発には地元の生産者との強い連携があったようです。我

家もさっそくいただきました。おいしかったですヨ・・・＾＾ 

田町梅月さんは、これまでも「やらまいか浜松」ブランド商品

に認定されたお菓子を開発するなど、斬新な取り組みを続けて

います。 

････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

海老仙さん、田町梅月さんともに、今までの枠にとらわれ

ず、新たな発想でチャレンジしています。「発想を変えると新し

いモノが見えてくる」ということですね。 

浜松には「うなぎパイ」や「お茶」、「みかん」など、いくつかの

トップブランドがありますが、こうした若手経営者の新しい発想

に期待したいと思います。もちろん、私も新しい発想で市政を改

善していきます。 

明るいニュースの少ない年の瀬ですが、新たな年の活動の

ヒントにしたいと思います。 

････････････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆ 和菓子といえば、我家の好物、入野・山田屋さんの

「クリームどら焼き・湖郷」もお忘れなく！ 

 
◆最新の記事はコチラからどうぞ！ 

創ろう！元気な浜松 【浜松市議会議員 田口 章】 
http://taguchi-hamamatsu.cocolog-nifty.com/blog/ 


