
HAMAMATSU  AND  LAKE  HAMANA  TOUR I SM  BUREAU

1940▶20201940▶2020

～これからも　地域とともに～～これからも　地域とともに～

明日へ。明日へ。明日へ。明日へ。

▲キハ 20 復刻カラー走行中！▲キハ 20 復刻カラー走行中！
写真 =熊澤昭一氏
西気賀駅付近

国鉄二俣線全線開通 80周年を迎えました

2020年 6月 1日

国鉄二俣線全線開通 80周年を迎えました

2020年 6月 1 日

https://www.tenhama.co.jp/

お問合せは
（9：00 ～ 17：00） TEL 053-925-2276

天浜線 検　索

日本の原風景がある  静岡県西部のローカル線
静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵114-2〒431-3311

花の舞酒造株式会社 静岡県浜松市浜北区宮口632
TEL: 053-582-2121　FAX: 053-589-0122

〒435-0046 浜松市東区丸塚町196-1　TEL：053-467-6000　FAX：053-467-6006

クロスメディアを駆使した自社一貫体制で
お客さまの販売促進を全面に支援いたします。
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（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー広報紙 『Hamanakoぷれす』

浜名湖ってどうやってできたの？どんな魚が生息しているの？地元に住む子供たちが

この本を読んで浜名湖の豊かさを知り、地域への愛情や誇りをもってもらいたい…

そんな思いで制作した「海の湖教科書」。

谷島屋書店、BOOKアマノ等で一般向けに販売するだけではなく、浜松市及び湖西市

の小学校5、6年生に各クラスに1冊ずつ無償配布し、当財団が主催する魚さばき

体験のプログラムにもプレゼントとしてお渡ししております。現在、祭り編、野菜・

果物編も制作中。子どもから大人まで、浜松・浜名湖についてまずは地元の皆さん

に手に取っていただきたいです。

浜名湖の豊かさを知ろう。

海の湖教科書 販売中！

「天浜線 人と時代をつなぐ 花のリレー・プロジェクト」は

「浜松いわた信用金庫」「天竜浜名湖鉄道」「はままつフラワーパーク」が一体となって、

地域に暮らす皆さんと一緒に天浜線沿線に花を植えることで、地域の活性化を目指すプロジェクトです。

浜松・浜名湖地域の天浜線各駅周辺や線路沿いに季節を彩る花や樹木が植えられました。

今後もこのプロジェクトが続き、美しい花や植物の景観を楽しむことができるといいですね。

ペレニアルガーデン 葉桜とチューリップ 常葉大学前駅ヤマブキ満開 ヤマブキ植栽風景
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浜松・浜名湖
観光情報サイト『～浜松・浜名湖だいすきネット～』

浜松 だいすき 検索

●公益財団法人　浜松・浜名湖ツーリズムビューロー
　　〒430-0933 静岡県浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5F  TEL.053-458-0011
●浜松市観光インフォメーションセンター
　　JR浜松駅構内  TEL.053-452-1634  FAX.053-413-5920https://hamamatsu-daisuki.net/
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浜名湖

マリンチック街道の
整備基準

選択条件
※以下の寄港地、

見学地を2つ以上含むこと

必須条件

安心・安全
誰でも不安なく楽し

むための安全情報
を提供

海域・距離
比較的穏やかな海

域の日帰り周遊ルー
ト

海の駅
2つ以上の海の駅ま

たはビジター桟橋に
寄港

グルメスポット
地元の人のみぞ知る

（!?）レアなグルメを
紹介

陸上観光スポット
上陸して楽しめる陸

上観光スポットを紹
介

写真撮影ポイント
船上からしか見られ

ない魅力的な撮影
ポイント

トイレ情報
上陸して行けるトイ

レ情報を案内

フィッシングポイント
マリンレジャー体験（

PWC、カヌーなど）

海事産業施設（造
船所、大型船桟橋等

）

景勝地、歴史的遺
構

海洋学習・体験学
習 その他（魅力的な独

自のアイデア）
映画、ドラマの撮影

地

マリンチック街道
モデルルート

多くの方々に海や船
の楽しさを満喫して

いただくために、

誰もが安全かつ気
軽に楽しめるクルー

ジングルートを提案
するのが、

C to Seaプロジェク
ト「マリンチック街道

」の取り組みです。

下記の整備基準に
基づいて、今後、「マ

リンチック街道」が

全国各地に整備さ
れる予定です。

マリンチック街道に
関する

問い合わせ先

国土交通省海事局
船舶産業課

TEL.03 - 5253 - 8
634

はまなこ・こさい海の
駅

はまなこ・みっかび海
の駅

はまなこ・わしづ海の
駅

はまなこ・むらくし海
の駅

M a r i n t i s c h e  S t r a ß e  M o d e l  R o u t e
はまなこ・こさい海の

駅（ヤマハマリーナ浜
名湖

アクセス
車：東名三ケ日I.C.から約15分 東名東京→三ケ日I.C.まで約2時間30分

東名大阪→三ケ日I.C.まで約2時間30分 東名名古屋→三ケ日I.C.まで約50分　

電車：JR浜松→鷲津まで約
19分 JR豊橋→新所原まで

約10分　

JR鷲津駅・新所原から
車で約10分 

はまなこ・こさい海
の駅（ヤマハマリー

ナ浜名湖）

〒431-0411 静岡県湖西市入出
字長者1380

TEL.053-578-1114 https: / /hamanako.yamaha-marina.co.jp

はまなこ・むらくし海の
駅（ボートクラブカナ

ル）

アクセス
車：東名高速道路浜

松西インターから取
り付

け道路を南下、はま
ゆう大橋を利用して

12分

電車：JR浜松駅から弁天島
駅。タクシーで7分

はまなこ・むらくし
海の駅(ボートクラブカナル

)

〒431-1207 静岡県浜松市西区
村櫛町4607-13 

TEL.053-489-2877 http:/ /www.bc-canal.com 

はまなこ・わしづ海の
駅（スズキマリーナ浜

名湖）

アクセス
車：東名高速三ケ日

インターより約25分

電車：東海道本線　
鷲津駅より車で5分

はまなこ・わしづ海
の駅（スズキマリー

ナ浜名湖）

〒431-0421 静岡県湖西市新所
4494-90

TEL.053-578-2452 https://suzukimarine.co.jp

はまなこ・みっかび海
の駅（東急マリーナ浜

名湖）

アクセス
車：名古屋（東名高

速道路55分）三ケ日I.C（車で5分）

電車：新所原から東
都筑（天龍浜名湖鉄

道25分）より車で5分

はまなこ・みっかび
海の駅（東急マリー

ナ浜名湖）

〒431-1403 静岡県浜松市北区
三ケ日町大崎372

TEL.053-526-1133 https: / /www.tokyu-hamanako-sports.com 

浜名湖最大級のス
ロープ完備、トレー

ラブル、

カートッパーのご利用
も可能。海だけでな

く道路

からも大歓迎です。
ピザ窯・アメリカン

バーベ

キューなどのお食事
やオートキャンプなど

各種イ

ベントにも対応してい
ます（ヘリポートも完

備）。

また、近くには浜名
湖ガーデンパークがあ

ります。

ゆったりと過ごす至
福の時間、エキサイ

ティン

グなフィッシング、笑
顔がはじける遊びの

数々。

スズキマリーナ浜名
湖は、マリンならで

はの充

実した余暇をお届け
するレジャーステーシ

ョンで

す。初心者の方で
も気軽に安心してマ

リンラ

イフを満喫していた
だけますようフォロー

体制を

整えています。是非
一度お立ち寄り下さ

い。

奥浜名湖畔に展開
する「東急リゾート

タウン

浜名湖」では、四
季を通じて穏やか

な湖で

のパドルボード･ウ
ェイクボードなどマ

リンレ

ジャーはもちろん、
テニス･パターゴル

フも思

いのまま。開放的な
テラスでは雄大な自

然を

バックにアメリカン
スタイルバーベキュ

ー（ご

予約制）を満喫い
ただけます。

静岡県西端に位置し
淡水海水の入り混じ

る浜名

湖には、日本一豊富
な魚種が確認されて

います。

海面の穏やかな松見
ヶ浦に位置するヤマ

ハマリー

ナ浜名湖は、遠州灘
へのアクセスも合わ

せボート

フィッシングにも絶好
のロケーションです。

ウエイ

クボード・マリンジェッ
トの他、クルージング

･セイ

リング等、様々なマリ
ンレジャーをお楽しみ

いただ

くためのベースとして
活用いただいています

。

常務理事・事務局長

石塚 良明

　浜名湖の食や文化を体験できる浜名湖ガストロノ
ミーツアーとして、舘山寺の地引網、うなぎのつかみ
どり、えびすき漁体験の３商品がJNTOの特別キャ
ンペーン対象商品として採用され、公式HPに掲載さ
れています。浜松・浜名湖ならではの特別な体験とし
て、インバウンドはもちろん地元の方にも体験してい
ただきたいと考えています。

　このたび4月1日付けで、常務理事及び事務局長を拝命いたしました。どうぞ、よろしくお願いいたします。
　昨年は、5月に新たに令和の時代となり、10連休のゴールデンウイーク、JR静岡のデスティネーション
キャンペーン、また、浜松市をキャンプ地とした日本代表チームが大活躍したラグビーワールドカップなどに
より、国内外から多くの方 を々お迎えしました。
　今年は一転して、新型コロナウイルス感染症の影響により、浜松まつりをはじめとする様 な々行事が中止
を余儀なくされ、人の移動や交流を基盤とする観光に関わる分野は、たいへん厳しい状況となっています。
　このような時こそ、「観光による地域づくり」を目指すDMOとしての役割が求められるものと思います。
コロナ禍からの回復に向けて、浜松・浜名湖地域の魅力的な地域資源、食や健康を意識した安心
安全な滞在環境を、地元や近隣地域の皆様も含めて、これまで以上に評価していただけるよう活動
してまいります。
　引き続きのご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

誘客推進事業部 参事

宮津 智史

　遠鉄観光開発からまいりました
宮津智史です。趣味は孫の子守り
と畑の草むしりです。いずれも自分
を忘れて没頭できます。又、スポーツ
観戦も大好きで、特にアメフトは
スポーツの粋を結集した競技だと
信じております。さて着任に当たり、
長年、観光レジャー産業でお客様
と接してきた経験を生かし、微力で
はございますが、少しでも多くの人達にこの地域の素晴らしさをお伝え
できるよう頑張りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

誘客推進事業部 次長

織 喜大

　浜松いわた信用金庫から
まいりました昭和生まれ
の新人、織 喜大と申します。
生まれ育って５０数年？まだ
まだ浜松・浜名湖エリアの
中に知らない場所が多かっ
たことに驚いています。また、
そんな中には本当に素晴ら
しい観光資源があることに
も気づきました。少しでも当地域の観光事業の発展にお役
に立てるよう頑張ります。

浜名湖ガストロノミーツアー

JNTO ２０２０
特別キャンペーン
対象商品に採用

　海や船の楽しさを満喫していただくために、誰もが安全かつ気軽に楽しめるクルージングルート（奥
浜名湖ルート、表浜名湖ルート）を提案し、2020年3月国土交通省海事局に正式に登録されました。
　今後は中京圏をターゲットに、舟や釣りに興味のある方への情報発信（紙媒体・WEB等）を行って
いく予定です。モニターツアーの実施、舟やヨット・クルーズ・釣り等の雑誌やWEBのライターを招いて
のメディアFAMも行っていきます。

誘客推進事業部 主任

鈴木 雅俊

　はじめまして。4月1日付で浜松市役
所から着任いたしました、鈴木雅俊と申
します。誘客推進事業部でセールスプロ
モーションや海外インバウンド、「ちょい
旅ガイド」等を担当させていただきます。
観光分野での仕事は初めてですので勉
強の日々ですが、これまでの行政経験を
活かしながら広い視野を持って浜松・浜
名湖地域の観光地域づくりに貢献でき
るよう精進してまいります。皆さまご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

マーケティング・事業創出部 主任

江藤 周平

　この度、湖西市役所からまいりました。
こちらに来る前は地元で有名な遠州新
居手筒花火の保存業務を通じて観光振
興に携わっておりました。今後は、その経
験を仕事に活かしていけたらと思います。
さて、「江藤」という名字は地元ではあま
り見かけません。私自身は生まれも育ちも
湖西市なのですが、父の出身地である
九州の大分県に多くいるそうです。かつ
て父が、この土地を訪れ、気に入り、定住
したように、多くの方にこの地域の魅力を
発信し訪れてもらえるように励んでいきた
いと思います。

マーケティング・事業創出部 主任

三宅 崇介

　静岡銀行よりまいりました三宅崇介
と申します。生まれも育ちも磐田市で、
浜松・浜名湖地域については日々勉強
させていただいていています。観光事業
に携わるのは初めての経験で、非常に
新鮮な気持ちです。新型コロナウイルス
が観光分野にも影を落とす今だから
こそ、自分がこの地域のためにできる
ことは何なのかということを常に考え、
行動していきたいと思います。先輩方を
見習い、早く戦力となれるよう業務に邁
進してまいりますので、今後ともよろしく
お願いいたします。

新任のごあいさつ

https://www.japan.travel/2020/en/campaigns/019/

新たな魅力！

～マリンチック街道～
プレジャーボート等によるクルージングに、

海の駅などに寄港・上陸して近郊の観光地や

グルメスポット等を巡る要素を加えた

新たな舟運の観光モデル

マリンチック街道に「浜名湖」を登録

趣味： ソフトテニス

いし づか よし あき

みや づ さと し おり よし とも

すず き まさ とし え とう しゅう へい み やけ たか すけ

※えびすき漁体験は今年度は中止となっています。

https://www.mlit.go.jp/maritime/marintik.html
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〒435-0044　静岡県浜松市東区西塚町313-4

ご注文・お問合せ先

https://www.chappaya.com/

TEL.053-411-7795
FAX.0120-717-299

浜松のお茶屋 茶ッ葉屋 ご案内

営業時間　月～土 11:00～19:00 （日・祝 11:00～17:00）
定 休 日　不定休 （急な配達、イベント、セミナーなどでお店を休む時があります。） 冬季休業など

　浜松・浜名湖地域に新しい波（New Wave）を、大きな波(Big Wave）を起こ

そうと奮闘する方を、我らが前田COOとの対談形式でご紹介するコーナー。

　第５回のお相手は、薗田製茶　代表／茶ッ葉屋、基壱堂 kiichido オーナー

／茶呈師　薗田基一さんです。新型コロナウイルスの感染拡大が日本人の

生活に、そして経済に大きな影響を与えるなか、「地元を応援しよう、地元の

食材を食べよう、地元の良さを見直そう」といった動きが活発になっています。

浜松・浜名湖の食のすばらしさを伝える、守る取り組みといえば「浜松パワー

フード」の取り組みです。この難局の中、応援プロジェクトをすぐさま立ち上げ、

成功させるなど、注目を集めています。当地域の食文化を支える行動力の

源は、やはり当地域の食なのでしょう。

　薗田さんは浜松パワーフード学会に参加され、「浜松パワーフード煎茶」

を商品化するなど、当地域の食を活かす取り組みをされているほか、お茶屋

さんとしては革新的な取り組みをされています。薗田さんがどうしてお茶に

関わるようになったのか、何を目指しているのか。今回の対談は、多種多様

なお茶の色と香りに包まれなら、伺ってきたというより“ご馳走になってきた”

という感じでした。

（取材日：6月8日）

＜プロフィール＞ 平成3０年11月28日、平成天皇皇后両陛下が浜

松市にお越しになった際、浜松食材でつくる「浜松料理」を御会食

された。料理番と配膳番を担当された秋元健一氏（じねんグルー

プ代表／浜松パワーフード学会会長）の依頼により、茶呈師として

煎茶を仕上げ、呈茶差し上げるという大役を果たす。また、静岡県

経営革新計画承認事業において「均一に加熱ができる焙煎機の

開発と、お茶のオーダーメイド焙煎サービスの展開（平成29年3月

承認）」、「お好みの煎茶をかき氷で提供するサービスの開発・販

売（令和元年10月承認）」がそれぞれ承認されるなど、革新的な

取り組みが評価されている。浜松パワーフード学会会員。

薗田製茶 代表
茶ッ葉屋
基壱堂 kiichido
オーナー/茶呈師　

薗田  基一
Moto k a z u  S o n o d a

食べていけないなと感じていました。
　そんな生活をしている中で、今できることは
なんだろう？と考えたときに、ひとつの答えにい
きついたんです。ものを真ん中に喜び、幸せを
届けるのが自分らしい生き方だと。小さな子供
からおじいちゃん、おばあちゃんまで、次の世代
に変わっても繋がっていく、ものを真ん中にし
て共有できるものって何だろうって考えたとき
に、私の思い出、経験からお茶しかなかったん
です。それが最も私らしいと思いました。
　冠婚葬祭や人生の節目に、わざわざ求めら
れるのがお茶で、こんなにありがたい仕事はほ
かにないな、お茶って面白いなと考えるように
なりました。じゃあ、やるからにはしっかりやろう
と考え、高円寺にある親戚のお茶屋さんで修
行したり、とげぬき地蔵通りの繁盛しているお
茶屋さんで勉強させてもらったりしました。とに
かく現場経験がしたい、そしてすぐ商売がした
いと思っていました。

前田  お茶といっても産地によっていろいろな
種類、味がありますし、それをさらにお客様の
好みにあわせるというのは大変では？
薗田  産地によって価値観や考え方が違うの
は確かです。浜松の場合はいろいろなお茶を
やっていて種類の多さがすごいです。なので、
浜松のお茶はこれ！っていうのが難しいんです
よね。でも、私はそれが魅力だと思っています。
私の仕事はそういった味のばらつきを、製茶工
房としていろいろな味に仕上げることです。レ
パートリーが多いというのが私の店の大きな

　実家や親戚縁者がほぼ茶業界の人間です
から、幼い頃からいろんなところでお茶を飲ん
で育ちました。生まれ育った環境が心に沁み
ついていたことが茶業に関わる基礎となった
ことは確かでしょうね。
前田  東京にいらっしゃったのは学生時代から？
薗田  中２のときに親友の死を経験しまして、そ
れをきっかけに、仲間とは、生きるとは、自分らし
さとは、そんなことを考えるようになりました。自
分は何のために、どのようにして生きていくかを
考えるきっかけを親友に与えてもらったんです。
　やがて、人を助けたい、守りたい、何か役に
たちたいと思ったときに、東京でサポート校（通
信制高校卒業資格）というのが始まると聞き、
地元の高校に通っていましたが、３年生で転
校しました。そこでは学業のほか、チャリティー
バンドの一員としてドラムを叩かせてもらった
り、物販のお手伝いもしていました。バンドのレ
ベルはとんでもなく高くて、これはとても音楽で

強みですね。
　この業態になった基本となる考え方は、先
ほど話した通り、その人が喜んでもらえることが
うれしいという考えです。味覚が千差万別な
ら、それに合わせたお茶を全部揃えたいです
し、ご来店いただいたらある程度お客様の好
みに寄り添えるようにしたいですから。従来の
お茶屋さんだと、これが一番旨いお茶だ、これ
ぞ静岡茶だ、という感じかもしれません。自分が
本当に美味しいと思ったものを作っていらっ
しゃるのだから当然ですよね。
　私の価値観は少し違っていて、いろいろな
好みがあるのだから、それにあったお茶を取り
揃えようと。好みも年齢を重ねたり、流行が
あったりと変わっていきますし。最近だと「写真
を撮るのに映えるお茶がほしい」といったニー
ズもありますよ。そういった様々なニーズに応え
られる、使い勝手の良いお茶屋としてご利用
いただければいいなと思っています。
前田  同業者はびっくりするのでは？
薗田  大量生産、大量販売、低価格の時代に、
お値打ちで、美味しくて、いろいろな種類を用
意するという、皆が無理だという領域の商売で
すからね。それを実現できるのは「気合と根
性」です。自動ラインを組み込まず、私の体力
の続く限りがんばりますが、これをどうやって機
械化していくかが課題です。
　同業者にも「こんなことやってて儲かるの
か」ってよく聞かれますが、自分が好きでやって
いるので。ただ、理解のできない様子の同業者
でも改革に対しては好意的で、なんだかんだ言
いながら応援してくれます。そういったところが
浜松は不思議な地域で、すごく支えられている
なというのはあります。たぶん違う地域ではそう
はいかないと思います。この自由さ、新しいもの

を受け入れる懐の深さ、多様な価値観などが
浜松の魅力なのだな、結局「人」だなと思いま
す。だからこそ浜松パワーフードもやりたいと思
いましたし、浜松茶も積極的に売りたいと思い
ました。多様性の中で協調して生きていける環
境がここ浜松にありますし、新しいことを受け入
れやすい街なのかなと感じています。
前田  薗田さんの考え方は、ある意味お茶の
コンサルタントのようですね。お茶屋さんの課
題解決はもちろん大事ですが、そこだけだと消
費者の値段に跳ね上がってしまいます。今の
消費者ニーズに合うお茶のあり方、適正価格
を、薗田流で、少量多品種で取り組みながら
マッチングさせていく感じでしょうか。
薗田  それが製茶業ですよね。お茶農家さん
からもたくさん課題をいただきます。もっと美味
しく仕上げられるだろうって。
　理屈でいえば①熱量、②熱量が当たる距
離、③時間、この３つのバランスなんですが、
もっと味を引っ張り出したいとか、課題は尽きな
いですよ。同じ機械で作っても同じ味にならな
いのがお茶ですから。技術をもっと高めたり、経
験を積んだり、まだまだやれることはありますね。

対談を終えての前田COOの感想
「私がやりたいというより、求められていること
は何かということをちょっと先取りして動くだ
け」という薗田さんのお話が印象的でした。皆
さん全てのお仕事に通じるところがあるのでは
と感じました。対談の最中はたくさんのお茶を
試飲させていただきましたし、工場も見学させ
ていただきました。鼻の中にずっとお茶の香り
が残っている幸せな一日でした。
　皆さんも自分にあったお茶探しの旅に出か
けてみませんか？ちなみに、かき氷は流石の絶
品！ぜひご賞味あれ！

前田  今日は暑いですが、かき氷ののぼりが目
立ちますね。
薗田  お茶屋は敷居が高くて入りにくいと言わ
れますが、かき氷ののぼりは入りやすい印象を
与えてくれて、ハードルを下げる役割を果たして
くれています。
　当店は日本で一番煎茶のレパートリーが多
い店でして、オリジナルでお茶が作ることができ
ます。本当にそんなことが実現可能なの？とよく
言われます。斬新すぎてもいけないのかなと若
干感じるところではありますが、それが当店の
売りなので。もちろん定番品もご用意してい
て、浜松パワーフードを含めて７種類あります。
前田  好きなお茶を試飲することができるので
すよね。
薗田  煎茶というのは、新芽を使って繊細に

加工したもののことを言います。ですが一般の
方のイメージとして「お茶を摘み取ったらすぐで
きるのでは」「ただ乾燥しただけでしょ」と思っ
ている人が多いんです。お茶は仕上げること
によって味がいかようにも変化できますし、細
工して仕上げていくなかで見た目も味も変化
するものですから、同じ味が継続してできるわ
けじゃないんです。そこが面白いところです。で
は何が違うのか、それは試飲していただくこと
にしています。

前田  茶業をする前の経歴は？
薗田  祖父の代より川根から浜松に移り住ん
で来ました。祖母の実家は春野でして、川根と
春野は一本の道でつながっていて昔から往来
があったことから、そこで出会ったようです。

～波起こし人～Hamanakoぷれす対談企画

第5回

なみ びと

Wave

斬新過ぎ？オリジナルで
お茶が作れる店

ものを真ん中に、喜び、
幸せを届けること

お客様の好みに寄り
添う、使い勝手のよい
お茶屋を目指して

日本一の煎茶レパートリーいろんな味を試飲できます
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このポスターが目印！

奥山方広寺 アクトシティ浜松

浜名湖の絶景を堪能！

KAReN HaMaNaKo かんざんじ荘 今秋オープン
是非、浜松でコンベンション開催を！！

事前現地視察への助成制度を新設

　360°抜群の景色が楽しめる「浜名湖かんざんじ荘」が、この度さらなる進化を
遂げ、「カレン浜名湖かんざんじ荘」として生まれ変わります。テーマとして掲げる
キーワードは大きく分けて2つ。「リゾートワーク」と「食育」です。当施設は宿泊は
もちろんのこと、最高のロケーションの中でリラックスして作業に取り組める「リ
ゾートワーク」のための設備も充実。ニューノーマルが叫ばれる今、新しい働き方
を支える場所として大注目です。2つ目のキーワード「食育」のコンセプトは「発
酵・醸造」です。健康への意識が高まる中で注目されている方も多いのではな
いでしょうか。他では味わうことのできないこだわりの料理をぜひご体験ください。
2020年10月1日グランドオープン予定ですので、お楽しみに。

　浜松市は、新型コロナウイルスの影響を受けている市内の店舗を支援するため、PayPayで買い物をすると
30％を還元するキャンペーンを実施中。市内の対象店舗でPayPayを使用すると、30％のポイントが還元され
るもので、還元する金額の上限は1回に1000円、月に5000円までです。実施時期は7月31日までで、キャン
ペーンの対象店舗は店頭にポスターを掲示します。詳しくは市HPをご確認ください。

浜松市域内で会議、学会開催を検討する主催者様に対し、視察経費の一部（1人最大5万円まで）を助成する制度の運用をスタートしました。

2021年6月

市民待望の「音楽ホール」が新都田にオープン

　2021年6月、誰もが気軽に音楽を楽しむことができる、新しい「浜松市
市民音楽ホール」が市内新都田にオープンします。同施設は、アクトシティ
浜松大ホールに次ぐ市内2番目の客席数を有し、「音楽の都・浜松」を目
指す浜松市にとって、市民の音楽文化活動の促進、次世代の音楽文化
の担い手となる人材の育成の役割が期待されています。

2020年7月

がんばれ浜松！ 対象のお店で最大30%戻ってくるキャンペーン

“古き良き”と“新しさ”の融合！

舘山寺のホットスポットHAMANAKO ENGINEを紹介

　HAMANAKO ENGINEは2019年11月に舘山寺門前通りに
オープンしました。中には飲食店やカフェ、レンタサイクルのお店が立
ち並び、舘山寺の新しいにぎわいの場になっています。建物は2軒の
元お土産屋さんをリノベーションしたものです。このリノベーションにつ
いて（株）Re・lationの高橋社長は「リノベーションすることにより、もと
もとの建物の価値を知ってもらいたい。この建物は築60年近く経過

しているが良い木材を使っており、それを感じてもらえるよう改修した」
と話しています。舘山寺、そして文字通り浜名湖の「エンジン」として
始動したHAMANAKO ENGINE。今後の動向に要注目です。

https://www.engine-kanzanji.jp/

浜名湖エンジン 検 索

助成対象 浜松市内を主会場とするコンベンション主催者で
次の各号の規定に該当するものが対象

（1） 国際会議または国内会議
　　（静岡県外3県以上で宿泊が1泊あたり300人以上の規模）

（2） 次年度以降の開催案件で、正式決定していないもの

（3） ビューロー職員の立ち合いのもとで行われるもの

（4） 事前に既定申請書により申請し、交付決定したもの

※貸館開始：2021年7月、予約受付開始：教育関係団体は2020年6月、一般は2020年7月

※2019年1月に設計業務が完了した時の計画です。

施設概要

名　称

所在地

敷地面積

延床面積

施設機能

客席数

諸室面積

駐車場

浜松市市民音楽ホール
浜松市北区新都田三丁目
30,035㎡
5,986㎡(地上5階建)
ホール、楽屋4室、控室、多目的室3室ほか
1,414席(一般席)、8席(車いす席)、
7席(親子室席)
多目的室１・２（198㎡）、多目的室３（150㎡）
一般車駐車場398台、バス駐車場10台、
障がい者駐車場10台ほか

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kanko/corona/paypay.html

浜松市 paypay 検 索
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