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佐乃一組 浜松まつり 大成功 ! 

戸塚家様の凧 五月の空に高々と元気にあがる 

３日、心配された前夜祭からの雨も、朝方には上がり予定どおり、

佐乃一組の浜松まつりがスタートいたしました。 

２日目、３日目最終日と計画どおり順調にまつりスケジュールが

進み、佐乃一組「浜松まつり」が、今年も大成功理に終了いたし

ました。今年の初子様は戸塚岳くんでした。 

  
【高々と舞い上がる佐乃一組初凧と御殿屋台の街中曳き回し】 

 昼の凧揚げは最初の３日は、凧場の足元が悪く、戸塚家初凧を 

翌日に延期しましたが、二日目は晴天・凧風に恵まれ、初家様の

初凧も五月の青空に高々と舞い上がりました。更に 3 日目の子ど

も凧揚げは、強風に苦戦しながらも最後は立派に揚がりました 

夜は、御殿屋台曳き回しと初家様の練りやご施主さまの祝い練り

など、多くの町民の皆さんのご参加を頂き、賑々しく豪華に執り

行われました。 

   
【今年の初家様戸塚家さま初凧と】  【衣装とお化粧で評価の高いお囃子連】 

2 日目夜の市内中央での御殿屋台引き回し、祝い練りは、例年以

上の盛り上がりとなり、明るく豪華な佐乃一組御殿屋台とお囃子

連の子どもたちの衣装やお化粧はNO.1だったとの評価をいただ

きました。今年もケーブル TV に大きく紹介され、曳き回しの子

供たちもインタビュー参加で TV に紹介されました。 

練り屋台は今年、子ども会の協力もあり、沢山の子ども達の参加

を頂き、賑やかに市内中央および町内を 3 日間とも盛大に練り歩

き、ご施主様のお祝い練りをさせていただきました。 

今年の「一丁目浜松まつり」には、延べ 700 人ほどの町民の皆

さんにご参加を頂きました。又、ご協賛ご寄付も 427 世帯事業

所の皆さんから 180 万円ほどを頂戴賜りました。(別途回覧) 

町民の皆様方のご理解とご協力に、改めて御礼申し上げます。 

<裏面に今年度まつりへの特別ご協賛社さまご紹介> 

< 一丁目浜松まつりを終えて  御礼 > 

まつり運営に対する皆様方の温いご理解とご協力に感謝申し上げます。 

また、ご紹介しましたように沢山の皆さんからご寄付・ご協賛等を賜り、今

年も華やかに粛々と佐乃一組浜松まつりを運営することができました。 

子供達のまつりであることを念頭に、時間厳守と安全確保・節度順守を 

厳しく指導して参りました結果、例年以上のまとまりで規律や約束を守っ

た節度あるまつりが出来たと考えますが、残念ながら、事前告知の不徹底

からか、まつり前の子どもラッパ練習の騒音について苦言を賜りました。 

ご迷惑をおかけいたしましたことを、改めてお詫び申し上げます。 

次年度に向けて皆様方のご期待に添えるよう、さらに精進を続けさせてい

ただきます。           一丁目自治会・佐乃一組 役員一同  

 

☆ 「緑の募金運動」 ご協力ありがとうございました。 

新緑が心地よい季節です。自治会は緑化推進・環境保護のためのグ

リーンキャンペーンに協力いたしております。 

今月、お祭りの寄付と併せて皆様方に緑の羽募金をおねがいしまし

たが、下記のように皆様方からし、お心をお寄せ頂きました。 

  ３１７世帯の皆さんから募金額４６,５９４円でした。  

 ５月１４日に、緑の募金基金事務所に振り込み処理いたしました。 

 

３０年度自治会費の集金をしています  
地域住民の生活は自治会によって支えられています。 

ゴミ収集・清掃等の美化推進、防犯・自主防災対応と施設管理、各種福祉活動

など、市と自治会の協働で成り立っています。  

また、自治会費は、町内行事や各種団体補助金・防災隊防災費・街路灯電灯

料管理費等とともに社会福祉協議会や消防団の運営分担金としての支払いを

含んでいます。 公平な住民負担をお願いしています。 

３月末現在、一丁目自治会内の世帯で約１８世帯が自治会に未加入です。 

皆さんの自治会活動への、ご理解とご入会をお願いいたします。 

只今、部長さん班長さんに、各世帯を訪問し、集金活動をして頂いています。 

  自治会費の納入は、今年度一年分を。 27日までに各班長さんあて。 

☆災害時世帯台帳の提出をお願いします 
 災害時世帯台帳は、平成 23年度の東日本大震災をうけて、浜松 

市の指導により災害時の世帯状況の事前把握による避難・救助安全 

確認等の円滑化と地域共助の推進を目的に作成されました。 

本年度も、最新の世帯状況の把握のため更新を行いますので、改め

ての記入・提出にご理解とご協力をお願いします。  

既に班長より配布済みの「災害時世帯台帳」に現在の状況をご記入

下さい。提出いただくのは個人情報に関わる大切なデーターですの

で、自治会長(自主防災隊)が責任をもって管理いたします。 

☆ 市内一斉 「ごみゼロデー」にご参加下さい 

皆さんのお力で町を綺麗にしましょう。 当日は、県内・市内一斉の清

掃日です。 班長・部長の指示により町内美化奉仕にご協力をお願いし

ます。詳細は回覧版でご連絡しています! 

日時:  6 月 3日(日) 8:00～8:30  (15 分から 20 分程度) 

場所:  各部・班 所在町内ご近所地域 班長の指示により集合 

ごみゼロデー清掃活動終了後、午前 9:00 から自治会による第 3公園 

(たこ公園)の清掃草刈り作業と防災倉庫の点検整理が行われます。 

☆新会員ご紹介 -4月入会- どうぞ、よろしく  

１部 2-1 班 一丁目 3-27  アリエス 202  齋 藤  祐  様 

１１部２７班 一丁目 27-9  casa ilmare201 大須賀 琢 弥 様 

１１部２７班 一丁目 27-9  casa ilmare301 高 嶋 良 介 様 

１１部２７班 一丁目 27-9  casa ilmare302 碓 井 良 彰 様 



進行中

中区千歳町ザザシティ南側

  

☎053-447-3370

ユー不動産

佐鳴台一丁目5-2 佐鳴台一丁目21-18

鈴木登美雄
税理士事務所

地元で貢献

☎053-448-9474

佐鳴台一丁目14-15

☎090-1096-7376

静岡県西部を中心に塗装施
工を承ります

お気軽に地元の当店にお問
い合わせ下さい

佐鳴台一丁目3-8

JUN建築工房

遠藤労務管理
事務所

良好な労働環境の維持と
継続、改善の為に

佐鳴台一丁目2-30

☎053-456-1907

浜松の老舗バイクショップ　

塗り替え/リフォーム専門店

佐鳴台一丁目23-15

地域に根づく職人仕事と日
本の心を守る　　手塗り職人

☎053-448-2815

税理士法人

ヤマダ会計

佐鳴台一丁目6-1

佐鳴台一丁目8-3

佐鳴台一丁目6-11

佐鳴台一丁目6-22

㈱　平田塗装

☎053-449-1639☎053-415-9523☎053-440-8008

古橋商会
佐鳴台店

販売から修理・カスタムまで
お気軽にご相談下さい。

佐鳴台一丁目15-28

☎053-523-8050

☎053-447-2124

コメダ珈琲店

後藤電気設備

ミニストップ

ＯＭＧ，ｂｙ セブンイレブン

☎053-448-3330

ちょっと一息
くつろげるお店です

業務用エアコン各種電気工事

　皆さまに愛されるコンビニ
をめざしています。！

大地のチカラをまるごとやさしく　! とにかくお弁当・お惣菜が美
味しい　　　近くて便利なセ
ブンイレブン

一丁目自治会の街路灯保
守管理指定店です

医師監修　コールドプレスジュー
ス専門店

佐鳴台一丁目4-18

Ｊ　Ｔ　Ｂ

うちこし塗装
株式会社

稲徳工業所

浜松ケーブルテレビ
株式会社

浜松支店

佐鳴台一丁目12-20

佐鳴台一丁目11-2

松原屋酒店

☎053-455-2040

☎053-452-0831 ☎053-449-1540

☎053-453-2111 ☎053-458-6050

☎053-449-2563

手もみ　総本店

お気軽にどうぞ。

ヘアーサロン
アルファタッチ

鮮魚など地場の新鮮な素材
を使った料理自慢です。
ファミリー、グループ、慶事・
法事・各種お集まり等

あなたの街の水道屋さん

佐鳴台一丁目店 オレンジストリート

ｄｏｃｔａｒ　L.LAB 佐鳴台オレンジストリート店

佐鳴台一丁目3-22

佐鳴台一丁目1-14 佐鳴台一丁目6-6

任せてOK♪の高い技術　

佐鳴台一丁目4-23

浜松市上下水道公認指定工事店

☎053-571-9025 ☎053-448-9855

JTB夏旅キャンペーン

㈲高柳(トタン店)

８００アイテム以上のレンタル

地元で親切丁寧
がモットーです

賃貸・不動産・土地売買

喫茶店　ヒコウビラン

佐鳴台一丁目23-3

鶏のんちゃん

☎ 053-440-5808

株式会社　椿ハウス
明るい雰囲気 ! 綺麗な美容
室　　バス通り　シーンメイキ
ングビル内です。

中区佐鳴台1-15-31

☎053-448-5505

佐鳴台一丁目1-16

☎053-455-2388

厳選された極上の素材
「遠州美味鶏」使用

何時もご利用ありがとうございます

入野町650-2

☎053-440-7900

自家農園で採れた無農薬
野菜を使用しています

ごっつ太いえびフライカレー・竜
神豚ステーキなど

金物店・建築金物
建築材料卸・トタン

卸

BAL BEAUTY LOUGE

鴨江三丁目79-7

佐鳴台一丁目2-24

佐鳴台一丁目11-27

ウィンディは、地域の皆様に
安心、便利で楽しい毎日を
お届けします。

実施中

お早目のお申し込みがお得!

「地域のために、なにか良いこと」

　はましん一店一善プロジェクト

☎053-455-0511

☎053-456-0207(水曜定休)

☎053-445-2880

☎053-449-2081

浜松店

ヤマダ会計は、会計を中心
に中小企業の存続発展を支
援すプロ集団です

ほぐし処　手もみ総本店は京都発
祥のリラクゼーションサロンです。
高い技術スタッフによる最高のリラ
クゼーションをお楽しみください

ダスキン　レントオール

イベントのすべてをプロ
デュース企画運営・撤収も

浜松ステーション

浜松佐鳴台店

☎053-445-2000 ☎053-445-1091 ☎053-456-8964 ☎053-454-0711 ☎053-456-0090

浜松信用金庫

旬鮮食善　和　楽

☎053-448-9171

佐鳴台一丁目13-6佐鳴台一丁目8-8 佐鳴台一丁目6-21

蜆塚支店

ラーメン三太

株式会社加藤建設

型枠工事一式
代表取締役　加藤慎也

技術と精度をモットーとす
る型枠専門業者です

☎ 053-447-4427

<格安・安心>

西区篠原町21054

純和会　小山歯科医院

町民の皆さま。お買い物　　や飲食、その他サービスご利用の節は、下記「特別ご協賛店様」に是非ご用命下さい。

佐鳴台一丁目12-8
☎053-452-0520

　　歯　科　・　矯正歯科　・　小児歯科
歯科口腔外科

開院以来33年　老若男女多くの皆様方の健康管理に
携わって参りました　　今後も地域密着を目指します

「健康で快適な人生の為に」をコン
セプトに、幸せな暮らしをサポー
ト。 土地・建物をお探しの方はグッ
トリビングにお任せ下さい

イキイキ・ハキハキ・ニコ
ニコあふれる笑顔! 元気な
店!  がモットーです

今年も楽しいおまつりを運営して
下さった町内の凧揚会・自治
会・子ども会の皆さまに感謝で
す。

ものづくりの街、浜松を応援し
ています。　浜松の物件情報
は、宇野不動産にお任せ下さ
い。

とりあえず吾平 BARBERタテマツ 宇野不動産
浜松佐鳴台店 男なら床屋だろ！　のタテマツ

ラーメン・餃子　藤吉

毎日、食べても飽きない味でお客様評価

☆☆☆のお店　
餃子・ホイコーロー・ラーメン・
チャーハン・チンジャオロースな
どなど

入野店　　志都呂店　　セブンラツク若林店

あおい調剤グループ
㈱あおい調剤　　・　　　㈲ジョーブメディカル

静岡・愛知・岐阜に薬局20余店舖を展開。私達は、患者様に「満足」と「感動」を
提供できる薬局をめざします。

☎053-445-2777　

サロン・ド・パリス
県住バス停の南側  

明るく綺麗な理容室がモットーです
お気軽にお立ち寄り下さい

佐鳴台一丁目19-26
☎053-447-1588

理容・理髪
オレンジストリート沿い

シャトレーゼ様北側です

佐鳴台一丁目14-8 中区鴨江4-2-17

カットサロン　ケンジ

可能な限り国産・静岡県産・
浜松産にこだわっています。

三太といえば、とんこつベー
スのまろやか中華そば

中区田町316-28　相曾ビル

☎053-455-3223

オレンジストリート　木内建
設様北側  地元の酒屋で
す 　　配達致します

グットリビング㈱

中区中央1-17-22　MKビル

☎0120-12-0795

一丁目 佐乃一組「浜松まつり」は、町民の皆さん及び、特別ご協賛の事業所・店舗の皆さまに支えられ、今年の浜松まつりを無事に終了す
ることができました。 本当にありがとうございました。本年度のまつりに特別協賛を賜りました各社・お店をご紹介いたします。(順不同)

佐乃一組　浜松まつり特別ご協賛社・店舗のご案内

平成30年5月15日　一丁目自治会　佐乃一組

グートヘアーラボ
パープルストリート沿い

地域で愛され、お客様と共
に歩んでまいります。

早朝でもOKです。

佐鳴台一丁目19-20

(有)トーア工芸社
各種展示会・催事装飾
（パネル、案内看板）

店舗看板・木工・アクリル加工 

南区増楽町１９３１

おかやま内科医院・おかやま内科デイサービス

医療における「町の便利屋さん」を目指しています。 どんな小さなことでもお気軽
にご相談下さい。
お客様のご満足を目指し、各担当部門それぞれが「笑顔」を競いあっています。

　おかやま内科医院　　　　　　西伊場町57-6　　☎053-456-0220
　おかやま内科ディサービス　入野町6140-1　　 ☎053-447-8887

パチンコ・ローレル　㈱東興

最新機種導入　楽しい事がいっぱい。 快適な空間で
お客様を"おもてなし"
お近くのパチンコローレルへ是非ご来店下さい。

株式会社東興　　西伊場町57-1

センチュリー21

本社　　佐鳴台一丁目4-9　　　　   
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