
 

 
 

 
 

浜松の魅力のひとつは「バイクのふるさと」。 

浜松以外は使うことができないこのキーワードを活かし、

この夏、浜松を舞台に、恒例となった「第 8回バイクのふ

るさと浜松」に加え、これまでにない文化イベントが行わ

れます。 

バイクファンの私としては黙ってはいられないところです。 

 オートバイを、音楽と並ぶ「浜松の文化」として、今後育

てていけないか・・・。 

ファンの一人として、また、ものづくり産業に働く一人

として考えていきます。 

 ぜひ、浜松の先人たちの足跡を追ってみてください。 

 

オートバイデザインの半世紀 

－浜松から生まれたスズキ、ホンダ、ヤマハの世界への挑戦－ 

◇期間 7 月 24 日（土）～8 月 29 日（日） （月曜休館） 

◇開館 9:30～17:00 （但し初日は 10:00 開館） 

◇会場 浜松市美術館 （浜松城公園内） 

◇料金 大人 1000 円、高校･大学･専門学生 500 円、小中学生 0 円 
70 歳以上、障がい者手帳所持者及び介助者 1 人は半額             

かつての愛車 GSX1100S カタナ（私は 1984

モデルに乗っていました）をはじめ、1950 年代

～最新モデルまで 3 メーカーの名車約 50 台

を展示するほか、パーツやアイディアスケッチ、

写真などでデザインの変遷をたどります。 

期間中、各メーカーのデザイナーの講演など

イベントも盛りだくさん。ご家族そろって、浜松な

らではのすばらしい財産を見に行きませんか？

（⇒P2･3 下段コラムに続く） 
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【スズキ GSX1100S カタナ】 



浜松オートバイ列伝 －はままつものづくり展 特別展－ 

◇期間 7 月 24 日（土）～8 月 29 日（日） （期間中無休） 

◇開館 9:00～17:00  

◇会場 浜松市博物館 （蜆塚遺跡隣） 

◇料金 大人 500 円、高校･大学･専門学生 300 円、小中学生 0 円 
70 歳以上、障がい者手帳所持者及び介助者 1 人は半額             

 

 

太平洋戦争で焼け野原となっ

た浜松市。その復興を牽引したの

が繊維産業、そしてオートバイ産

業でした。 

織機製造から転じたスズキ、自

動車修理業から生産を始めたホ

ンダ、楽器製造から新たな分野に

進出したヤマハなど、戦後は数多

くのメーカーが競い合って、バイク

のふるさと浜松を創りあげてきまし

た。 

 

美術館が “デザイン” に焦点

をあてているのに対し、博物館は

戦後の浜松のまちづくりにオートバ

イが果たした役割や歴史を紹介し

ます。 

1950 年前後の戦後メーカー

濫立期から 70 年代までの名車･

旧車を展示予定。 

お得な美術館・博物館共通券

（1200 円）もあります。ぜひ、両

方ご覧ください。 

 

 

 

←浜松市博物館のチラシ。 

昔なつかしい写真も多数展示予定です 

 【ホンダ CB750F】 【ヤマハ XS-V1 Sakura】 



第 8 回 バイクのふるさと浜松 ２０１０  

◇日時  8 月 21 日（土）13:00～17:00 

8 月 22 日（日） 9:00～16:00 

◇会場 浜松市総合産業展示館 （東名浜松 IC から 1 分） 

 

恒例となった「バイクのふるさと浜松」、  

8 回目を迎え委託事業者を変更しました。 

ここのところ、いささかマンネリ化を感じていま

したが、今年はチラシのデザインから一新。 

ファミリーでも楽しめる雰囲気を感じます。 

 

イベント内容を見ても、最近人気の「Ｂ級グ

ルメ」コーナーがあったり、造形ブロックを使っ

たものづくりや、「ドリフトバイク（ネットで見ると

三輪車のようですが・・・）」などの体験コーナ

ーが充実されていたりするので、お子さんも楽

しめるのではないでしょうか。 

また「女性ライダー」コーナーもあり、女性

ユーザーへのアプローチも期待できます。 

例年、多くの観客を楽しませてくれる「トライ

アル」の代わりに「Ｗ１レーシングチーム」によ

る、楽しいデモ走行があるようです。 

昨年から、作業所（障害者授産施設）のみ

なさんがさまざまな製品販売も行っています。

授産製品の購入にもぜひご協力ください。 

 

全国各地から訪れるライダーの皆さんには、

「ツーリング＆スタンプクイズラリー」でお楽し 

みいただけます。 

「スズキ歴史館」や「ヤマハコミュニケーションプラザ」など、他にも見どころいっぱいですが、今年

は特に美術館、博物館にも寄ってほしいですね。 

詳しくは、右記 専用サイトをご覧ください。 http://www.bike-furusato.net/ 

 

 

 

←左は美術館のポスター。実物はとてもカッコイイですよ。 

【こんなバイクが見られるかも･･･出展見込車両の一部（案）です】 

○スズキ GSX1100S カタナ・GSX1300 隼・グラディウス 400・ジェンマ 

        RGV500-γ・RS67・ストリートマジック・ミニフリーMF-１ など 

○ホンダ  NR・RC211V・NS500・ワルキューレルーン・CB750F・CB400F 

        ダックス・エルシノア MT250・ドリーム CB72・ベンリイ JB など 

○ヤマハ  VMAX・スーパーテレネ・XS-V1Sakura・SRX600 

         YZF-R１・YZR500・RZ250・パッソル・DT-1・YDS-1 など 

【講演などのご案内･･･詳しくは HP などでご確認ください】 

○7/25（日） スズキ二輪車デザインの 50 年～感性と技術の融合を目指して 

         名車スライドショーと解説～日本オートバイデザインの変遷 

○8/1（日）  チャレンジだらけのデザイン～NR に賭けた思い 

○8/8（日）  ワークショップ～紙を使ってすてきなバイクを作ろう 

○8/15（日） 半世紀を越えるヤマハデザインへの拘り～Power Art VMAX への系譜 

 



  
６ 月 の 活 動 報 告 
03(木) 市議会正副委員長会議 
     行財政改革推進特別委員会 

05(土) 教組定期大会 

     公共政策学会（文芸大） 

06(日) 入子連球技大会 

     公共政策学会（同上） 

     藤本ゆうじ国政報告会 

07(月) マネジメントセミナー（東京） 

08(火) 全協・本会議（代表質問） 

09(水) 本会議（代表、一般質問） 

10(木) 本会議（一般質問） 

     入野地区自治連会議 

11(金) 文教消防委員会 

12(土) スズキ労組レクリエーション 

     ビーチフットボール東海大会 

13(日) 浜松市水防演習 

15(火) 入野小評議員会 

17(木) 全員協議会・本会議（閉会） 

18(金) 浜松市労福協総会 

19(土) 藤本ゆうじ西部事務所開き 

21(月) 亀山市視察 

22(火) 三重県議会議員との意見交換 

23(水) 福井県、越前市視察 

24(木) 参議院選挙公示 

     日本生産性本部ヒアリング調査 

25(金) スマイルキッズ事前説明会 

26(土) 浜松市政策・事業外部評価 

     ジャンダラニー2010 

27(日) 入野地区凧揚げ会総会 

     浜松市政策・事業外部評価 

28(月) 日本生産性本部ヒアリング調査 

     佐鳴湖をきれいにする会総会 

 

７ 月 の 活 動 予 定 
01(木) 浜松市市制 99 年記念式典 
03(土) 入野社協ふれあいウォーキング 

05(月) 市民クラブ総会 

08(木) 入野地区自治連会議 

09(金) スズキ友の会総会 

11(日) 参議院選挙投票日 

12(月) 基地対策協議会代表委員会 

14(水) 入野公民館ワークショップ 

17(土) ソミック石川夏まつり 

20(火) 浜松商工会議所青年部 

24(土) 美術館オープニングセレモニー 

     大平台夏まつり 

     入っ子チャレンジキャンプ 

26(月)～27(火) 連合政策研究集会 

29(木) 文教消防委員会 

     日本生産性本部政務調査研究 

最近のブログから ○「ジャンダラニー」（6/26） 
 

期日前投票に行きました。

写真は「投票所来場カード」。

「投票済証」という自治体もあ

ります。 

有権者のみなさん、必ず投

票に行きましょうね。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

今日、明日の 2 日間、市役所では「政策・事業 外部評価」が行われて

います。私も傍聴に行き「博物館」「保健福祉センター」の議論を聞きました。 

両施設とも旧 12 市町村がそれぞれ持っていた施設を、いかに整理再編し

ていくかが大きな課題です。一方、「文化や福祉は効率化にはなじまない」と

の声もあります。 

市民サービスの向上と財政効率化は、二律背反の関係でしょうか？ 

私は決してそうばかりではないと思います。知恵を出し、カイゼンを進め、  

さまざまな視点から検証せねばなりません。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

外部評価の途中、もうひとつのイベントに参加しました。それが「ジャンダラニ

ー」です。遠州以外の方には、「なにそのネーミング？」といわれそうですが、ま

ぁ、いいじゃん・・・ってことで、「E-JAN」という組織が主催して開催されました。 

「E-JAN（いーじゃん）」の正式名称は、「NPO 法人遠州精神保健福祉を

進める市民の会」といいます。 

今日は、ひきこもりや摂食障がいなどさまざまな体験をされた（されている）

方の体験談をうかがいました。 

いろんな体験談の中から「コミュニケーションの場を持つ（つくる）」ことが大切

だと感じました。 

ひきこもりの方が回復するには大変な “努力” が必要です。放っておけ

ば、他人とコミュニケーションを取る機会さえないのですから・・・。 

「E-JAN」のみなさんはそうした場をつくるために活動されています。自立支

援や就労支援など、やらねばならないことはたくさんあります。 

 

◆日ごろの活動はブログをご覧くださいね◆ 

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/ 

  
 

【あとがき】 

参議院選挙真っ只中です。これからの日本のカタチを決める選挙とい

ってもいいでしょう。民主党政権になって 1 年足らず。変革の歩みは

遅々としていますが、政治をあきらめてはいけません。 

明治維新のとき、廃藩置県は 4 年後でしたが、維新の功労者、西郷隆

盛が下野して西南戦争が終わるまでには 10 年、内閣樹立まで 18 年、明

治憲法制定までは 22 年もかかっています。 

明治維新以来ともいわれる今の政治改革。溜まった垢を洗い流し、中

央集権から地域主権に変えるには、まだ時間が必要かもしれません。し

かし時代のスピードは“日進月歩”から“分進秒歩”。あまり悠長なこ

とも言っていられません。 

だからこそ、今求められているのは、政策を実行できる議員ではない

でしょうか。国政も、そして地域主権時代の地方政治にも、中長期的な

財政を見据え、政策課題を適切に捉え、実現できる議員が必要です。 

参議院選挙の候補者もそうした視点で選びたいですし、私自身もそう

ありたいと思います。（章） 

   


