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No. 50周年を迎えた湖西市へのメッセージ 年代 居住地

282

湖西市50周年おめでとうございます！

母も今年湖西市と同じ50歳を迎えます！

いつも、浜名湖からの富士山?を見て元気をもらっています!

自然豊かで本当に良い所だと思っています！

湖西市がこれからもさらにより良くなるように応援しています!

10歳代 湖西市

281

50周年、おめでとうございます。私は地元に生まれ育って60数年。回りは、あまり変わっていません。のどか

で、自然がいっぱい残っていて自分は好きですが、息子夫婦や、孫たちはどう思っているのか？高齢者にはも

ちろんのこと、これからの人たちの為に、さらに、住みやすい湖西市に、皆でしていかなければならないと思

います。行政にも、期待しています。

60歳代 湖西市

280

ほぼ私と同じ年齢！

幼少期から大人になるまで湖西市で過ごせたことは自慢です。

祖父は浜名湖で漁師をしていたから、よく一緒に船に乗っていったし、祖父が魚を捌いて料理してくれたか

ら、魚の美味しさは舌が覚えてます。

今は市外住みだけど、実家のある湖西市には毎週末帰ってます。

な 居心地の良い素敵な市です。

50歳代 掛川市

279

湖西市50周年おめでとうございます。

湖西市に来て33年、湖西市は住みやすい街だと思います。住んでいる人達もいい人が多く、子育ても楽しく

やってきました。

また、湖西で採れる野菜や浜名湖の魚貝は、季節を感じられて美味しさを感じます。

そして、今、外国人との共生のまちとして多文化を受け入れ、国籍や世代を超えて生きていると思います。

子ども達にもふるさと湖西市の良さを伝え、50年後も「湖西で良かった」と思ってもらえたら嬉しいですね。

50歳代 湖西市

278

湖西市50周年おめでとう！生まれ育ったこのまちが大好きです。昭和46年製の僕は湖西市と共に成⾧、発展し

ていった気持ちです。

祖父が浜名湖の漁師で魚やカニなど朝水揚げされた魚たちを持ち帰ってきて、朝食のおかずになっていた事を

懐かしく思います。日本列島で湖西市はだいたい真ん中！経済発展の中心、物流の中心で日本だけでなく世界

的にも躍進を進めやすい、『湖西市』になっていけたらいいと思う。もちろん子供は宝と言うことは忘れない

でもらいたいです。

50歳代 湖西市

277

湖西市50周年おめでとうございます。

新居町で育ち、短大、就職時に地元を離れましたが、結婚し、帰ってきました。

やっぱり落ち着きますね、地元は。

両親が結婚50周年で湖西市とは縁を感じます。

これからもずっと湖西市で過ごせたらと思っています。

40歳代 湖西市

276

50年になるのですね。

ここ湖西に生まれ育ち、学校で湖西市の歴史をやったおぼえがあります。近年は変わらない湖西市です。住み

心地はほんといいとこですね。新所原から吉美に引っ越した時、歴史本が配れ大切にしています。

50歳代 湖西市

275
引っ越してきて約5年。昔は都会に住んでいたけど、空気も夜空も綺麗で住みやすい街で感動！住んでる人も

みんな優しい。湖西市50周年おめでとう！
30歳代 湖西市

274

お隣、豊橋市に引っ越してきてから湖西市が生活圏内に。素敵なカフェに行ったり自然豊かな公園で子供を遊

ばせたりと、楽しい思い出がどんどん増えていきます。特におちばの里親水公園の鯉のぼりは毎年見に行って

います。これからも湖西市で家族や友達とたくさん素敵な思い出を作っていきたいです！

50周年おめでとうございます！

30歳代 豊橋市

273
娘が静岡にすんで居ますが、やはり湖西にかえつてきますとホツトすると毎回言ってくれます。50周年おめで

とう?ございます。
60歳代 湖西市

272

市制50周年おめでとうございます。

新居町で生まれ、白須賀へ嫁ぎ～新居町も湖西市に統合され、ずっと湖西市に住んでいますがとても暮らしや

すい気候で快適です。

でも、車の運転ができないと住みづらい環境。公共交通機関の充実を期待しています

50歳代 湖西市

271
私と同い年の湖西。次の50年は、その次の50年後の市民の皆さんが、今より住み良い湖西が有るように一緒に

この50年を行きましょう！
40歳代 浜松市



270

市制50周年おめでとうございます。

町から市へ。将来この町が市としてどんな風に変化し、未来を夢見ていたのか50年前を想像しています。そし

て、今、更なる50年、100年後の未来を想像し次世代にタスキを繋げていく。発展を願いながら、恵まれたこ

の湖西市の環境をいつまでも守り残していけるよう、皆で一緒に力をあわせ心豊かに夢を紡いでいきましょ

う。

50歳代 湖西市

269
湖西に住んで十数年、子供たちが「○○おった」というのを聞くと、あぁ湖西人だぁと思います。浜名湖が

もっともっとキレイになるといいな！と願っています。
50歳代 湖西市

268

50周年おめでとうございます！

帰省の度にどんどん整備が進んで

ここが変わったんだ！と驚いていますが、

やっぱり落ち着く場所です♪

ずっと湖西市でいてほしいのでこれからの発展も楽しみにしています！

30歳代 大阪市

267

湖西市50周年おめでとうございます！

近くの市なので、ドライブでも訪れやすいし、

牡蠣小屋も気になってるので行ってみたいです。

LINEで色々な情報が得られたり、キャンペーンなどもあり、親しみやすい印象があります。

30歳代 浜松市

266

50周年おめでとうございます。

湖西市に住んで34年になります。

自然がいっぱいの中、天浜線を見ながら散歩するのが大好きです。

40歳代 湖西市

265

湖西市50周年おめでとうございます。

私自身今年結婚をし、生まれ育ったまちに彼を迎え入れ、一緒に暮らしています。

多文化共生イベントがこれからもっと催されることを期待しています！

20歳代 湖西市

264

愛知県の知多半島から結婚を機に３年前までは湖西市に住んでいました。旦那さんがマラソンチームに入って

いたことで私もお仲間に入れて頂き、皆さんと賑やかに過ごしていく中で未知の地での様々な不安が日を追う

ごとに減っていくのがとても嬉しかったです。それはきっと湖西の方の広い心や優しい人が多い空気が良かっ

たんだろうなあと、コロナでなかなか会えなくなった日々を今住んでいる浜松市で懐かしく思っています。自

然の豊富さも魅力ですよね。あちこちで咲き乱れる春の桜、町中がイキイキし始める夏の緑、山全体がステキ

に染まる秋の紅葉、そして空気が澄んでくるとちょこんと頭を見せてくれる冬のミニ富士山…。車の中や仕事

場から見れた日は異常にテンションがあがったっけ…。私の第二の故郷と言い切れる大好きな湖西市の発展

を、これからも応援していきたいと思います。この度は５０周年、おめでとうございます！

50歳代 浜松市

263

50周年おめでとうございます。

浜名郡新居町から合併して湖西市になり、当時からと比べると町の風景も随分変わったように思います。

お店や病院も増えてコーちゃんバス、乗り合いタクシー等生活しやすい環境を作ってくれている事に有りがた

く思っています。

希望としては、鷲津港近くの湖畔沿いを娯楽場所(砂遊び、散歩、休憩場所等)として活用出来ると良いかもと

思ったりします。

これからも変わっていく湖西市と共に生活していきます。

50歳代 湖西市

262

50周年おめでとう！

湖西市で生まれて結婚出産し、今も湖西市に住んでいます。

住みやすいし子供も育てやすいし大好きです。

子供が自分と同じ幼稚園、小学校、中学校に通うなんて、入学式で校歌を聞くとジーンときてしまいます。

幼稚園で自分の担任だった先生が園⾧先生だった時にはとても驚き嬉しかったです。

これからもよりよい町になるようみんなで頑張っていきましょう。

40歳代 湖西市

261

５０周年！おめでとうございます！

私も私の子供達も湖西市が大好きです。

程よい田舎！子供に優しくとても住みやすいです。一度旦那の赴任で出ましたが、やっぱりここに戻りたいっ

て思いました～。

40歳代 湖西市

260
8歳で湖西市になりました。

小学校ー中学校で市歌を歌いました。今でも歌えます。ぜひ、歌詞をホームページに出してください。
50歳代 湖西市

259
祝湖西市50周年！

生まれも、育ちも、現在も、生粋の湖西人！海も山もある自然に恵まれた湖西が大好き！
60歳代 湖西市



258

いつ行っても心が安らぐ湖西市！

私は、良く自転車で湖西市をサイクリングしています。

とても走りやすく、自然豊かなので何度訪れても飽きません！！

毎日でも、訪れたくなる湖西市です。

50周年を向かえたということで、これからも何度も訪れたくなる湖西市で、いてほしいです～。

これからも、何度も湖西市を訪れてみます！！！

10歳代 磐田市

257

私は生まれも育ちも今まで一度も湖西市を離れた事がありません。オギャーと湖西市内の産院で生まれ鷲津の

幼稚園小学校中学校、そして湖西高校へ。就職も湖西市内。15年前に結婚し、住みやすい町6位の鷲津に家を

建て、ここまできたら意地でも死ぬまで湖西市を離れぬ覚悟です！そりゃ他の都市への憧れもありましたが、

愛着が違うんです。住みやすいんです！

40歳代 湖西市

256
昨年結婚をし、湖西市へ転入をしました。愛知県へも近く、浜名湖もあり自然に囲まれている立地。湖西市で

家族3人の新しい生活を送れることとても楽しみです！
30歳代 湖西市

255

子供の時から家族で夏となると女河浦や新居弁天など海水浴に良く行きました。

海に入ると足に石ころがゴロゴロと当たると思ったら、それは全部アサリだったのを今でも記憶に残っていま

す。

今や

自然の恵みは無限ではないのですね。

子や孫たちに自然豊かな湖西をそのままに

それ以上に残して欲しいと思います。

60歳代 湖西市

254
親戚の家があるのでよく遊びにいっていました。うなぎが大好きなので食べに行ったときは美味しかったのも

覚えています
30歳代 掛川市

253

市制50周年おめでとうございます。

1月1日生まれの夫と26日生まれの同い年の私達は、湖西病院で生まれ湖西町で育ち湖西市で就職しました。

これからもずっと元気で仲良く過ごして60周年、70周年、80周年とお祝できたらと思います。

湖西市民でいることを誇りに思っています。

60歳代 湖西市

252

湖西市に生まれ結婚して湖西市で暮らして､私達夫婦も今年の3月30日で結婚50年！金婚式を迎えます！湖西市

50周年と同じです～子供ニ男一女に恵まれ､次男末娘は湖西市で家庭を持って暮らしています。平凡ながら当

たり前の生活に感謝しています。湖西市さんが大好きだからこれからもずっと一緒に歩みましょう！

70歳代 湖西市

251
湖西市に住み始めて４０年になります。その時はまだ砂利の道もあり田舎な感じがしていました。今は立派な

道になり発展を感じます。住みやすい町づくりをこれからもお願いします。
50歳代 湖西市

250

娘が結婚して湖西市に住んで13年になり、 湖西市のファンになりました。

イベントなどに参加して、湖西の歴史に興味が沸きました 。新聞やテレビで湖西市の話題が 出ると 気になり

ます 。以前新聞に海岸のゴミ拾いのボランティア活動の記事 が載り 、 とても 感心しました 。いつか参加し

たいと思っています 。工業、農業、漁業も 充実している湖西市の益々の発展 を応援しています。

70歳代 磐田市

249

湖西市50歳おめでとうございます。23歳で浜松中心部からお嫁に来た私は今年55歳になりました。もう在住32

年、私がお嫁に来たとき、湖西市は18歳だったんだね、今私は子育ても終え、美味しい湖西の野菜や魚、楽し

い仕事仲間と共に、湖西を楽しんでいます??これからも共に歳を重ねていきましょうね。ありがとう湖西市??

50歳代 湖西市

248
祝50周年！！！結婚してこの湖西市に引っ越して１０年目。人も町も風景も、雰囲気が良くてとても住み心地

がいいです。私もすっかり湖西市民。第２のふるさと湖西！これからも親子共々よろしくお願いします。
30歳代 湖西市

247 50才、これからが活躍の日々です。 60歳代 湖西市

246 湖西市に新築を建てました。とても住みやすくて大満足です。 30歳代 湖西市

245

Parab?ns pelos 50 anos, Kosai!!

湖西市50周年おめでとう！！

海があって、山があって、気温が良くて、誰にでも住みやすい湖西市！

妹家族が住んでいる街なのでいつもお世話になっています。ずっとよろしくお願いします！

30歳代 袋井市

244

亡き父が愛した町、ありがとう。

海、山が好きで休みは頻繁に孫をつれて海の楽しさ、山の自然の豊かさを教えてゆくゆくは色んな思い出を孫

と共有していく道中病に伏せ、若くして亡くなってしまった

だから父が愛した町を守って行ってほしい

町には子供たちの笑い声が聞こえるような町づくりお願いします。

湖西市の豊かたな海鮮類、山の自然を四季を感じる町に是非

空き家が多くみられるので潰すとこは潰しリノベーションできるとこはして、新しい風を吹かせてほしい。

30歳代 湖西市



243
湖西市50周年おめでとうございます！市内への就職をきっかけに、住むようになりました。豊かな自然そのま

まに、更なる住みやすい場所として益々の発展を期待します。私も少しでも貢献できればと思います！
30歳代 湖西市

242

湖西市50周年おめでとう??ございます。??

思い起こせば、50年前 私達が、中学3年生の時でした。湖西市の市歌を、歌った事を思い出します。

あれから50年早いものですね、私も歳をとりました。

これからも、住み良い町湖西市でいてほしいと思います。

60歳代 湖西市

241

50周年おめでとうございます！！

私は、出身が湖西で、進学、就職の関係で10年ほど雪国である東北地方に住んでおりましたが、昨年帰ってき

ました。日照時間が⾧く、冬場でも比較的暖かく、雪が積もらない良さが身に染みてわかりました！

山も海もあり、自然が豊かでなおかつ雇用もあり、都市圏へのアクセスが良い湖西市はもっと伸び代があると

個人的には思っております！

湖西市をもっと活性化させて行きましょう！

20歳代 湖西市

240

湖西市50周年おめでとうございます。生まれも育ちも湖西市の私が、進学のために初めて都会で一人暮らしを

した時に、本当の故郷の素晴らしさを知りました。

遠州灘、浜名湖、湖西連邦などなどの自然、新鮮な魚介類、住みやすい湖西市を思い出してホームシックに

なったものです。

まさに豊田佐吉翁の「障子を開けてみよ。外は広いぞ」離れて分かる湖西の素晴らしさに、今は誇りを持って

います。

40歳代 湖西市

239
市政50周年おめでとうございます。湖西市に住んで９年になります。住みやすいところですが、手芸店が無く

なってしまい困っています。年末にイオンが出来るようなので是非手芸店が入る事を願っています。
50歳代 湖西市

238

50周年おめでとうございます☆

湖西市在住ではありませんが、友人がいるため度々訪れており、特に駅前整備や街区整備など、キレイな街並

みは魅力的に感じています。

これからも住みたくなる、訪れたくなるまちづくりに期待しています！！

30歳代 新城市

237

湖西市50歳おめでとうございます。

浜松に転居してきたから、湖西市を知り度々訪れる毎に湖西市の魅力が増えている気がします。この50年以上

のこれからの発展をお祈りしています。

また遊びに行きます☆

30歳代 浜松市

236
おめでとうございます。   食べる物も美味しいし大好きなお友達が住んでる街。  同じ静岡県民として、愛知県

に交わらずこれからも独自の湖西文化を貫いてくださいね
50歳代 浜松市

235
湖西市50周年おめでとうございます！

道の駅潮見坂から見る海の景色が、何よりも好きです。また、遊びに行きます！
20歳代 島田市

234
市制50周年おめでとうございます。?????湖西市は、とても良い所です。地元から見る鷲津の夜景が綺麗で

す。これからも、大変な時期が続きますが皆で乗り越えて行きましょう。
40歳代 湖西市

233

湖西市５０周年おめでとうございます！

小学校1年生まで湖西市で過ごしました。木造の鷲津小学校、暑かった防災訓練、毎日のようにお友達とおや

つを食べたりバッタをとって遊んだことなど、楽しい思い出がいっぱいです！そんな湖西市が今でも大好きで

す。これから、もっともっと素敵なまちになりますように！いつかまた遊びに行きます！

40歳代
⾧崎県南島原

市

232

隣の市に住んでいながらあまりよく知らなかった湖西市ですが、数年前に湖西で働き始めてからは休日も訪れ

るようになり、今ではお気に入りの場所やお店もたくさんできました。半日もあればぐるっと回れる小さなま

ちの中に、海、山、湖、町がぎゅっと詰まった宝箱のような湖西。住んでいる人たちにはきっと当たり前の浜

名湖の風景やおいしい食材が実は素晴らしいものだと、外から見ているから余計に思います。これからももっ

と湖西のいいところを探していきたいと思います。

30歳代 豊橋市

231

湖西市、50周年おめでとう！

私と同じ歳だったの知らなかったよ！

やっぱり、私達は縁があるんだね！

やっぱり、生まれ育った湖西市が大好きです！

50歳代 湖西市

230

結婚を機に湖西市を離れましたが、実家はそのまま湖西市にあり、両親が住んでいます。時々、「広報こさ

い」なども拝見し、湖西市の情報を得ています。

将来を担う子ども達だけはなく、両親など後期高齢者にも優しい、皆が過ごしやすい湖西市であることを望み

ます。

50歳代 名古屋市

229
湖西町から湖西市になった時イベントがあったような記憶があります。あれから50年、ますます住みやすい湖

西市に。
50歳代 湖西市
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湖西移住歴＝年齢。

全国中学、インターハイ、国体の時は湖西市から本当にお世話になりました。

そんな湖西市で頑張っている子供達の為に自分がお世話になった様に何か力になりたいと思ってます。

50周年の湖西市は私より先輩ですが、私の人生何年生きるか分かりませんが共に生きたいと思います。

私の子供の頃とはだいぶ街並みに変わりましたが素敵な色に湖西市が染まる事祈ってます。

30歳代 湖西市

227

湖西市50周年おめでとうございます。

新居町で育ち、18歳から東京に移り住みましたが、湖西市に帰省し、潮風を浴びると、とてもリフレッシュ出

来ます。

これからも益々発展されることを祈願しています。

40歳代 東京都

226

転勤族の会社員。市制が始まり半世紀の節目に居合わせた偶然にご縁を感じます。新型コロナウイルスの出口

はなかなか見えにくい状況ではありますが、地域経済を盛り上げるべく、市内の飲食店での食事を積極的に発

信しています。豊かな自然と産業、市民の温かさ、交通アクセスの良さ、現役世代の元気さ…。市外出身だか

らこそ分かる湖西市の魅力はたくさんあります。ダサい・臭いと自嘲するのはご愛嬌。記念事業などを通し、

湖西市の自然体の良さがより多くの人に伝わる1年になるよう願っています。

20歳代 湖西市

225

25歳まで湖西市に住んでいました。今は 80歳を過ぎた両親が 2人で住んでいるので 月2回ほど湖西へ行き

ます。両親の食料品を購入したり ランチをしたりします。今 私の住んでいるところからは 1時間10分ほど

かかりますが 浜名湖の景色を見ながら ちょっとしたドライブを楽しんでいます。

50歳代 浜松市

224

市政50周年おめでとうございます。湖西市は大きな企業がたくさんあり財政が豊かなイメージがあります。ス

ズキ、ソニー、プライムアースAVエナジー、デンソーなどまだまだ大きな企業がたくさんあります。

浜名湖に面していて景色も最高なのでよくドライブに行きます。遠州灘を見ながら新しくできた堤防沿いを

時々、歩いて散歩しますが景色が最高で気分が爽快です。

息子がスズキ湖西工場へ毎日通勤しています。和菓子屋のいさごややあと引き製菓はよく利用させていただい

ています。魅力的な湖西市のますますの発展をお祈りしております。50周年本当におめでとうございました。

50歳代 浜松市

223

湖西市50周年おめでとうございます。

私は生まれてから現在まで湖西市で暮らしています。海や山、湖といった自然とふれあいながら、幸福に、そ

して健やかな生活を送ることができたこの市に暮らしていたからこそであると思います。

これから成人し、社会に出ることとなる暁には、湖西市をよりいっそう盛り上げ、100周年を迎えられるよ

う、我が故郷に尽くせるような人間になりたいと思います。

10歳代 湖西市

222

湖西市50周年おめでとうございます！20年ほど前に仕事で浜松市に転居し、湖西市には仕事やプライベート

で、よく訪れました。新所原駅でうなぎ弁当買って、海辺で食べたのが忘れられません。

てとても良い思い出です。

仕事や妻の実家が浜松なので訪れることがあります。夕暮れに浜辺でサーファが歩いている光景か今でも思い

出されます。豊かな自然に囲まれたこのまちが大好きです。

これからも風光明媚な景観を守っていってください。よろしくお願いいたします。

50歳代 静岡市葵区

221
湖西市にきてからまだ３年ですが、景色も良く、町の人も優しく、とても暮らしやしいです。湖西市50周年お

めでとう☆
30歳代 湖西市

220
『人生僅か50年、下天の内にくらぶれば、夢幻の如しなり。』は、昔の話。これからの湖西市を更に発展させ

るよう皆で力を合わせよう！
80歳代 湖西市

219
人情豊かな思いやりのあふれる湖西市が大好きです。

これからも、湖西市の益々の発展をお祈りしています。
70歳代 湖西市

218

??湖西市?50周年おめでとうございます。

近隣市に在住です。

歴史や文化財、有名どころはもちろん

観光したい穴場スポット ご当地グルメなど

まだまだ 訪れてみたいところが

いっぱいです。

これからも

情報 発信 よろしくお願いいたします。

50歳代 豊橋市

217
湖西に移り住んで27年経ちました。

温暖な気候で住みやすく、海も山も、美味しい食べ物がある湖西が大好きです。
50歳代 湖西市

216

結婚した夫が湖西市出身で､初めて湖西市との接点ができました｡特産品や名所など､正直何があるのかよく知

らない市でしたが､実際に訪れると､美味しいお菓子屋さんや興味深い施設などがたくさんあり､素敵な市だな

と思うようになりました｡これからも末永くよろしくお願いします！

30歳代 磐田市
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祝 湖西市政50周年記念を心よりお祝い申し上げます。

湖西市が好きだから、湖西市の未来の為にずっと湖西市と共に歩んで行きたい。

湖西市の魅力は、地域資源に恵まれていることと地場産業に恵まれていることである。地域資源は、遠州灘、

東海道53次の白須賀の宿、湖西連邦などの風光明媚な観光資源である。地場産業は、白須賀大地の赤土の畑、

浜名湖のあさりや青のり、豊田佐吉翁が生み出したものづくりの原点、歴史ある新居の関所の街並みと地域の

伝統ある商店街など魅力一杯の湖西市である。

40歳代 新城市

214

50周年おめでとうございます。わたしは、浜名湖岸で暮らして60年です。

湖西連邦に夕日が沈み西の空も浜名湖薄紫色に染まる時が大好きです。

夏の湖面は魚が跳ねて、冬の湖面には鴨が浮いています。

足を止めてついつい見てしまいます。

60歳代 湖西市

213 50歳おめでとう！これからも歴史を刻み続けてよりよい市に成⾧し続けてくれよな！ 30歳代 湖西市

212
50周年おめでとうございます。

私は結婚してから、湖西市に住み始め20年あまりたちました。気候もよく、とても住みやすいです。
40歳代 湖西市

211

大嫌いな 牡蠣が海湖館の牡蠣を食べて

世界が変わりました。毎年楽しみにしてます

今年も8日が楽しみでたまらないです。

50歳代 浜松市

210

湖西市50周年おめでとうございます。1972年(昭和47年)11月に私達は結婚し50年、金婚式を迎えます。元日の

新聞で同じ50年嬉しく思いました。浜松から嫁いだ私は強い方言に驚きましたが今ではすっかり[あらい人]新

鮮な魚がいただけ浜松湖西豊橋道路開通に向かって発展していく湖西市が楽しみです。

70歳代 湖西市

209
祝50周年??毎年夫婦で湖西市へドライブに出掛けています。美味しいものがたくさんあるのでこれからもお店

を開拓し続けます！いつも幸せをありがとうございます??
50歳代 浜松市

208
おめでとございます。湖西に越してきてとてもとても素敵な市だとおもいました。これからも楽しい時間を湖

西で過ごしていきたいです。
40歳代 湖西市

207

湖西市50周年おめでとうございます。

湖西市は全てが便利な所なので大好きです。

浜松も近いし豊橋も近いし

冬の天気のいい日は富士山も見えるし、、、、、

欠点と言えば風が強いこと??

遠州の空っ風??

これさえ除けばホントに住みやすい市です

湖西市ばんざ????い

60歳代 湖西市

206

母が私を育ててくれた湖西のまち。

今は隣の県に越したけれど、幼い時にみたあの景色や今も変わらないあのお饅頭の味を求めて月に一度、娘と

共に私の故郷めぐりを楽しんでいます。これからも続く湖西市の素晴らしい未来を願わずにはいられません。

60歳代 豊橋市

205

湖西市50周年おめでとうございます！

私は湖西市民ではありませんが、ここ最近縁あってよく湖西市に来るようになりました。

お気に入りのお店も数軒できて、心はすっかり湖西市民です。笑

海や山、そして浜名湖がある湖西市は、どこか私の地元と似ていてホッとします。

これからも湖西市を応援しています！

20歳代 豊川市

204

山あり海ありのこの街は本当に住みやすい街だと思います。穏やかな人だね。と言われるのもこの地域で育っ

たからかなとも思います。食にも恵まれ、働く所もある、東海道線上にあって交通機関も便利。これからも住

みやすい街ランキングに入る街であってほしいと願います

60歳代 湖西市

203
湖西市は、他県からのお客様にもございます自慢できる絶景です！浜名バイパスのドライブでの海、波を見る

のが大好きです。
50歳代 浜松市

202

20年くらい前に湖西祭りの関係で毎年お邪魔してました。

10年くらい前に目と鼻の先の浜松市の西端に引っ越してきて、こんなに身近になると思いませんでした。

美味しいものに溢れ、いつも楽しませてもらってます。

ますます魅力ある地になりますよう、楽しみにしています。

40歳代 浜松市

201

湖西市50周年おめでとうございます。

夫の転勤で湖西市に住むことになって20年！家も湖西市に建て湖西市が子供達の故郷になりました。

これからも湖西市で子育て、仕事頑張ります！

40歳代 湖西市

200 歩いてみたくなる街づくりを 80歳代 湖西市



199

湖西市で育ち、今は結婚して家を建て、湖西で働いています。旅行が好きで、ときおり旅に出るのですが、

帰って浜名湖周辺の景色に触れると『いいところに住んでるなぁ』と感じます。これからも、より良い地元で

あってください☆

40歳代 湖西市

198
転勤で湖西市にきてから40年余りとなりました。とてもすみやすく親切な人達のお陰で離れられなくなってこ

んなに⾧くなりました。
70歳代 湖西市

197 湖西市50周年おめでとう！生まれ育ったこのまちが大好き。ずっとここで暮らしていきたい！ 50歳代 湖西市

196

湖西市誕生50周年おめでとうございます。

高校入試の面接で、市になることを聞かれたことを鮮明に覚えています。

学生時代から就職、結婚としばらく湖西市から離れることがあっても、母の住む湖西市はずっと私の心のふる

さとでした。

還暦を前にまた、湖西市に戻ってくることができ、懐かしい思い出や、その発展ぶりに目を見張ります。

ますます住みやすい市になることを願っています。

60歳代 湖西市

195

2022年1月に私は50才になります。そして湖西市が50周年だということを広報ではじめて知りました。同い年

なんですね。

県外出身の夫も風光明媚な湖西市が大好きです。

これからも一緒に年を重ね、成⾧していきたいと思います。これからもよろしくね。

40歳代 湖西市

194

湖西市には家を建て9年前に引っ越ししてきました。

海は近いし低価格なスーパーもあり

とても住みやすい町です。

50歳代 湖西市

193

50周年おめでとうございます。

湖西市で新築すれば補助がある…

高齢者が運転免許証を返納しても「こーちゃんバス」がある…

あらゆる年齢層が暮らしやすい湖西市に、そんな行政の思いが伝わってきます。

羨ましい、ほんとうに羨ましい！！

できるものなら移住したい…

熱い視線を、すぐ隣の町から送っています。

60歳代 浜松市

192

50周年おめでとうございます。

湖西市に来て二回目のお正月を迎えました。初めて市役所に行った時、とても親切にしていただきました。

あーいい街だなぁーって感じました。やはり、市役所を1番頼りにします。初めての街不安でいっぱいです。

でもこれでこの街でやっていける！やはり市の顔。それから何回か市役所に行っていますが何時も

変わらずの親切に感謝しています。

これからも宜しく。頼りにしてます。

70歳代 湖西市

191

湖西市が誕生した頃(子どもの頃)から何度も湖西市を訪れています。浜名湖で潮干狩りや海水浴をしたり遠く

に住んでいる親戚を連れて浜名湖や遠州灘の美しい景観を見せたりし、楽しい思い出ばかりです。50周年おめ

でとうございます。

50歳代 袋井市

190
湖西市50周年おめでとうございます。生まれも育ちも仕事もこの町です。これからも良い面はこのままで、

もっともっと良いことは取り入れて最高の町になって欲しいです。これからもよろしくお願いします。
40歳代 湖西市

189

湖西市50周年おめでとうございます！！

大好きな湖西市で、自分の通った幼稚園に娘が楽しそうに通っているのを見ると嬉しい気持ちになります。

ただ思い出のわんぱくランドもなくなり、文化公園の遊具も昔と比べると淋しい感じなのでこれからの遊べる

施設に期待してます！

40歳代 湖西市

188
湖西市制50周年、おめでとうございます！

目先のことに限らず、持続可能な未来に繋がる、職住近接の継続展開を、願っています。
40歳代 湖西市

187 50年後の100周年に向けて個人と行政が共に創る未来の湖西市に少しでも参画したいです。 40歳代 湖西市

186

50周年おめでとうございます。

普段何気なく暮らしていますが、湖西市の温暖な気候、浜名湖の豊かさ、海や山による癒し、素敵な市だと思

います。ますます、これからも、住みやすい市へと発展していくことを願います。

40歳代 湖西市

185
嫁いで50年金婚式を迎えました。日本で唯一の特別史跡を守る為に

小学校の四年生のわくしお学習に関所案内人として説明してきました。子供たちが自慢できるように。
70歳代 湖西市

184
50周年おめでとうございます！

結婚してこの街に引っ越してきました。住みやすくて人が温かく、子どもたちが元気な湖西市が大好きです。
30歳代 湖西市

183
50周年おめでとうございます。仕事で湖西に行ってます。両親も湖西に住んでいます。のどかで子育てにも手

厚くて羨ましい！湖西に住みたかったなぁ～。
30歳代 浜松市
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50歳まだまだ若い湖西市、大きな事件もなく平和で穏やかな市。まだまだ発展途上国なのでいろんな市の良い

ところを参考にし、もっと、もっと住よい町になってください
50歳代 湖西市

181 50歳おめでとう！遠州灘と浜名湖のきらめきが大好きだよ！100歳目指してもっと素敵な街になってね！ 30歳代 湖西市

180

湖西市になった時、小学生で教えてもらった湖西市歌。正午の時報で聞きながら湖西市の産業や自然が組み込

まれた歌詞を思い出しています。偉人豊田の心意気を今に生かし活力溢れる街になってほしいと願っていま

す。

60歳代 湖西市

179

湖西市 50周年おめでとうございます。

大好きな湖西市に定期的に遊びに行っています。美味しいお店もたくさんあって

景色も最高だしドライブに最適で交通の便も良くて嬉しいです。

浜名湖をながめながらドクターイエローを撮影に行ったり

また、潮見坂や新居の関所跡などを散策しながら観光も出来ます。1日楽しく過ごせる魅力的で素敵な場所が

たくさんあり行く度に寄り道発見しています。特に、コロナ前のボートランドでの農業祭のイベントが楽しく

て忘れられません。またいつか再開することを楽しみにしています。これからもドライブしながら色々な湖西

市を発見して行きたいです。

60歳代 袋井市

178

50周年おめでとうございます。

これからも住みやすい街であり続けられるようにと願っております。

私はちょうど半分の25年を過ごさせてもらいました。海、山、湖、町が全て近く

大都市へのアクセスも満足です。

今後は三ヶ日から一号線までの連携道路の企画に期待します。

40歳代 湖西市

177

今年で50歳の私と時を同じく市制50周年を迎えられるとはとても感慨深いです。小学校の思い出には市制10周

年記念に「豊田佐吉」の劇を市民会館で披露したことがあります。街の風景は時と共に変わっても、湖西市の

風土や人情は変わらずにいてほしいと思うし、何十周年と同じようにこの街で迎えていけたら良いなぁ。

40歳代 湖西市

176
湖西市に来ると電車が見えて海も山も見えて、道も混雑しないので、いつもゆったりとした気持ちになれる市

で癒されています。湖西の良いところがいつまでも続くといいなと思います！
40歳代 浜松市

175

色んな場所に旅行に行ったり、出かけたりしてるけど、結局、やっぱり湖西市がいいなぁ～って思っちゃうん

だよな～。

湖西市大好きです！50周年おめでとうございます?

20歳代 湖西市

174
小さい頃に親の転勤で県外に行ったけど、湖西市が好きだから就職は湖西市に決め、戻ってくることにしまし

た。
20歳代 広島県

173

浜松市から車で実家のある愛知県に向かうとき、浜名バイパスの浜名大橋の坂を降りる時の景色が最高です。

遠くに渥美半島が見えてそこにつながっていく⾧い海岸線と島ひとつない広い海。

私は勝手に'ハワイの海'と名付けています。

愛知県には親の介護で行っているのですが、その大変さをいつも海が元気付けて応援してくれているみたいで

す。日本にいながらハワイに行った気分にさせてくれるこの景色、いつまでも残してほしいです。

50歳代 浜松市

172
生まれ育った湖西市。大学から地元を離れましたが、今年就職して帰ってきます！今までたくさんお世話に

なった分、これからはたくさん恩返ししたいです。
20歳代 静岡市

171

50年にも渡り、私達の生活を支えて下り、ありがとうございます

私も26年湖西市に住んでいますが気候が穏やかで、交通の便も良いし、働く場所もいっぱいあって、自慢でき

る都市だと思います

これからも湖西市に住み続けます

40歳代 湖西市

170 50周年おめでとうございます。今年は、もっと湖西市を知りたいと思っています。よろしくお願いします。 50歳代 名古屋市

169
産まれも湖西市自分にとっても馴染みがありすごく好きな湖西市てす。

これからも住みやすい街としてここでせいかつしたいと思います。
40歳代 湖西市

168

湖西市で育ち、今でも湖西市で暮らしています。その期間は、40年以上です。進学や就職の関係で湖西市を離

れた時期もありましたが、そんな時も湖西市に帰ってくるとホッとしたのを覚えています。そんな私の故郷で

ある湖西市。この先もずっと、暮らしやすい町でありますように…と願っています。50歳のお誕生日、おめで

とうございます！

40歳代 湖西市

167 新居町が湖西市に併合され一体感が感じられるようになりました。 70歳代 湖西市

166

小学生時代に湖西町から湖西市へ移行したときの記憶が今も鮮明にあります。

工業都市として順調に発展してきています。

住んでるものとしては、道路のインフラ整備とかきっちりとやって欲しいです。

60歳代 湖西市

165

50周年おめでとうございます。

結婚して新居町に移り住み約50年。

すっかり新居弁にも慣れました。理想の環境ですが交通の弁が悪いのが難点です。

70歳代 湖西市
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幼稚園の頃から、今までずっと湖西市ですごしてきました。

沢山の思い出と沢山のことをここで経験させてくれました。湖西市の温かいまちがあったからこそ私は、成⾧

できました。

50周年おめでとうございます。

さらなる発展をお祈り申し上げます。

10歳代 湖西市

163

静岡県の西玄関口として益々発展する可能性が高い湖西市。都会でもなく田舎でもなく、ほどよいバランスが

とれた街。

そんな湖西市にみんな住もうよ。
60歳代 湖西市

162

市外に住んではいるけど、何かと縁があり訪れる街、湖西市。静かでのどかなこの街が好き。富士山が、みえ

る日はテンションも上がる。一生懸命、息しているのがしっかり伝わってきている湖西市。いろいろイベント

も参加させてもらってます。これからも一緒にお供させてもらうつもりで、お互いがんばりましょう。

60歳代 豊橋市

161
50年おめでとうございます。結婚して50年です。私達の結婚生活と同じなんてうれしい( ´艸｀)?これからも

湖西市に住みます。
70歳代 湖西市

160

??市政50周年?山、海、湖と自然に恵まれた環境でもありながら、企業誘致を積極的にされ非常に住みやすい

街で有難いです！

これからも近隣都市に劣らず更なる発展を期待しています！

30歳代 湖西市

159

お家から

歩いて行ける浜名湖。

毎朝

ワンコと歩く道だけど

今日は初日の出。

富士山も見えたよ。

贅沢なトコロだね。

湖西市って。

そんな町で

暮らせる私は

とっても幸せ者です。

60歳代 湖西市

158

市制50周年おめでとうございます。

学生時代友人とローカル線旅行で通った時、なーんにも無いところだねぇ（笑）と話していましたが、結婚し

て住む事になり、温暖な気候はもとより暖かな人達や海の幸山の幸にも恵まれた湖西市を肌で感じて沢山の幸

せがあるところだと実感しました。これからの若い人達にも良い街だと思って貰えるように、街も人も自然も

大切にしていきたいと改めて思いました。

60歳代 湖西市

157
おめでとう!何処の街に行っても、我が湖西市が一番。誰もが懐かしく恋しいと思える街にこれからもしていけ

るように、みんなで作っていきたいです。我が息子は２０歳!おめでタイガー！
50歳代 湖西市

156

なんと言ってもやっぱり一番落ち着くのは、ここ！

私の地元の湖西市です！！

海あり！山あり！！美味いものあり！！！

そんな湖西市は、まだまだこれからも素晴らしいところになるであろうと願っています。

市民のために！みんなの為に！と湖西市全体が熱くなり、もっともっとより良いところになりますように！！

20歳代 湖西市

155

2021年は湖西連峰ハイキングしたり、浜名湖競艇場のドライブインシアターに行ったりして、初めて湖西市を

訪れましたがとても楽しい街でした。海沿いを車で走った時も海がきれいに見えてワクワクしてました。これ

からも沢山楽しいイベントがあるといいなぁ。

40歳代 菊川市

154 ふるさと湖西50周年おめでとうございます。 40歳代 浜松市

153
最近テイクアウトのクーポン配信をやってくれてありがとう

2月から始まるクーポンも期待してます
30歳代 浜松市

152

湖西市と言えば「渚園」

結婚して 息子が産まれたばかりで 大変だった頃  主人と2人で大好きなBʼzのコンサートに 行きました。楽しく

て 嬉しくて 大変な子育ての活力になりました。忘れられません。

あの渚園の感動は 今でも多くの人を勇気づけてることと思います。これからも感動を与え続けて下さい！

50歳代 掛川市

151
市外に住んでいますが海、山、自然に囲まれた湖西市が大好きです。隣県の愛知県へアクセスしやすいことも

魅力です。これからも湖西市に息子を連れてたくさん遊びにきます！
30歳代 豊川市

150
抜群の住みやすい環境で大いに助かってます。

次は100周年を目指して湖西市のさらなる発展を願っております！
40歳代 湖西市

149
コロナ禍で市政の維持も大変だと思いますが、一緒に頑張りましょう。市民として湖西市の発展を願っていま

す。
30歳代 湖西市
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現在63歳。

生まれも育ちも新居っ子?

新居町橋本で生まれ、小学一年生で中之郷へ

現在は源太山に住んでいます。海も山も川も浜名湖も大好き?大正浜で泳いだり天神様で遊んだり、思い出が

たくさん??

湖西市50周年おめでとう??ございます。

子供達も大切なお孫ちゃんも、そしてそして保護犬こなつも湖西市大好きです。

60歳代 湖西市

147

湖西市 50周年おめでとうございます

生まれて 現在にいたって 湖西に住んでます。景色も良し 食べ物もおいしく お陰さまで 災害も少なく ずっと

住んでいたいですね

60歳代 湖西市

146
おめでとうございます?  50歳！同い歳!! 感無量です！この先まだまだ飛躍してください。湖西市民としての願

いです！
50歳代 湖西市

145

結婚して引っ越してきた湖西市。今では生まれた育った街より⾧く住んでいます。

温暖な気候と美しい景観の浜名湖、まさしく宝湖です。この豊かな自然がいつまでも続くように願っていま

す。

60歳代 湖西市

144

50周年おめでとうございます??

生まれ育った湖西市から結婚して離れましたが、2年前に戻ってきました。

過ごしやすいこの市が大好きです。

これからも宜しくお願いします?

50歳代 湖西市

143
50周年おめでとうございます 湖西市には、素晴らしい風景 建物等々たくさんあり産まれ育った湖西市が大好

きです これからも湖西住民のお声を大切にしてくださいね。
30歳代 湖西市

142
50周年おめでとうございます！就学や結婚で2回湖西市を離れましたが、やはり大好きなこの町に戻ってきま

した。これからも進化し続け、更に魅力あふれる湖西市になることを期待しています。
30歳代 湖西市

141

湖西市50周年おめでとうございます！

湖西市に住んで約3年になります。住むまで湖西市は知らなかったので不安でしたが、思っていた以上に住み

やすい街で良かったです。天気によって見え方が違う浜名湖、遠くに見える富士山、東海道線はお気に入りで

す。遠州のからっ風だけは苦手です。このまま穏やかな街でありますように！

50歳代 湖西市

140
湖西市50周年、おめでとうございます＼(^-^)／

先日、遊びに行ったばかりですが、また、足を運びたいと思っています(^◇^)
50歳代 掛川市

139

住まいは豊橋ですが、湖西に近いのでよく遊びに行っています。美味しいものや自然豊かで、家族で気に入っ

ています。これからもイベントなど楽しみにしています。

50周年おめでとうございます！

30歳代 豊橋市

138

湖西市50周年おめでとうございます。

隣の市とは言え、湖西には美味しいものが沢山あるので、良く行きますよ。

粋なLINEも、我が市には無いもので、楽しんでいます。

これからもますますの発展をお祈りしています。

60歳代 浜松市

137

湖西市５０周年おめでとうございます！???

浜名湖からの富士山?も素晴らしいです。

美味しいパン屋さんも有り、時々湖西市を訪れてます。

40歳代 浜松市

136
住みやすい環境の湖西市をこれからも維持していけると良いと思います。

湖西市LOVE??
50歳代 湖西市

135

湖西市50周年おめでとうございます

小さい頃から湖西は夏のレジャーで訪れるスポットというイメージでしたが

最近は牡蠣小屋も楽しみです

50歳代 浜松市

134
31歳から湖西市に住んでいますが穏やかな街が大好きです！子供達と100周年を迎えれるようにこの街をより

素晴らしくしていきたいです。湖西市おめでとう!
30歳代 湖西市

133

50周年おめでとうございます

私も湖西に来て、40年です。生地より⾧くなりました。40年前、新所原駅に降りた時の事を思い出します。え

～何も無いって！市内も変わりましたが、私の人生も湖西市に来て変わりました。でも今も何となくの湖西市

民です。

50歳代 湖西市

132

湖西市50周年おめでとうございます。

わたしは元々豊橋市に住んでいて去年湖西市に移住しましたが、湖西市は市民のことを大切にしてくださって

いることがとても伝わり他の方にも住んで欲しいくらいいい所です。

これからもよろしくお願いします。

20歳代 湖西市

131
私も今年50歳。湖西市と同級生です。環境がよく人も温かいまち。ずっと住み続けていきたいです。これから

も一緒に良い年を重ねていこうね。
40歳代 湖西市

130
50年前記念式典で市歌を歌った中学生のひとりでした。あれからもう50年結婚してもバツイチになってもこれ

からも湖西市で楽しく暮らしていきま～す。
60歳代 湖西市
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こんにちは、私はミカン切り等で湖西市に行来ますが浜名湖を観るとコロナ等辛い事忘れて清々しい気持ちに

なれます、とても素敵な所です、又警察等、子供園等新しくなり綺麗な湖西市素敵です
60歳代 新城市

128

おめでとうございます！私は東京から湖西市にきて、3回目のお正月を迎えました。

最初は車の免許すらないまま来たので、湖西市で過ごしていけるか不安しかなかったのですが、免許を取得で

きた今、湖西市の沢山の自然や豊かさを感じながら、安心で楽しく過ごしております。これからも益々の湖西

市の発展を、お祈り申し上げます！

30歳代 湖西市

127
結婚して、名古屋から湖西市に来ました。最初は寂しい気持ちばかりでしたが、今は浜名湖を見ると落ち着

き、住みやすい場所です！自然いっぱいの湖西市、好きです！
40歳代 湖西市

126

これからも、皆が笑って楽しくすごせる

さいこうな町、湖西市が更に発展出きるよう

いっしょに頑張っていきましょう！!

30歳代 湖西市

125 結婚と同時に湖西市民となりました、早38年です。50歳の湖西を愛し続けます?? 50歳代 湖西市

124

美味しい食べ物に豊かな自然。

湖西に住まなきゃもったいない！

湖西市に住むのが私の夢。

待っててね、湖西市！

30歳代 豊橋市

123

50周年おめでとうございます。

父の仕事で小4から湖西市民ですが、浜名湖やその向こうに見える富士山など風光明媚でうなぎや野菜が美味

しく、交通の便が良く温暖で～とお勧めがたくさんある湖西市が大好きです??

札幌や高知など県外の友人が来るとあちこち連れていっちゃいます。

わたしは、太平洋を見ながらの白須賀の坂が絶景??? 大好きです??

早くコロナが収まって友人が遊びに来てくれる日を楽しみにしてます。

60歳代 湖西市

122

湖西市50周年おめでとう御座います。

湖西市に住んで46年になりまず。

家の2階窓からの⾧閑な風景を思い出します。

スローな時間が過ぎてはや46年このまま

変わらず景観を維持していって下さい。

私達夫婦もこの湖西市でスローな時間を

今後とも過ごして行きます。

60歳代 湖西市

121

50周年おめでとう御座います。

私の思い出は岡崎小学校を卒業後

湖西中学に入学して自転車通学でした。

大森の坂は森に覆われて帰宅時は怖くて1人では帰れません。

坂が舗装される事になり道を削り雨が降ると赤土がぐちゃぐちゃでタイヤは土で重くなり恐怖でした。

今は環境も整備され優良企業が建ち並び明るくなって幸せです。

岡崎中学校もでき不便を感じなくなりました。

市民の住みやすい街湖西市の今後の発展を願います。

60歳代 湖西市

120

湖西に住居 をかまえて 10年！

浜名湖と湖西連峰に囲まれ、毎日の生活のなかで自然とのふれ合いを楽しんでいます。

これからも、湖西と共に過ごしていきます。
60歳代 湖西市

119

五十年前に市制記念で鷲津の街を鼓笛隊の一員として演奏しながらまわった？行進したかな？そんな事を思い

出しています。

住み心地ち良い湖西市で老後を迎える事に感謝し、未来に貢献できるような行動をしたい気持ちです。

60歳代 湖西市

118

子供の頃はこの町より、デパートがある浜松市に住みたかった。

そう言いながら湖西市内に嫁ぎ、やっぱり海や山を見て暮らすこの町が、好きなんだなぁとしみじみ思う。

50周年おめでとうございます。

50歳代 湖西市

117

湖西市 50周年おめでとうございます。

気づけば私は生まれも育ちもずっと湖西で、ちょっとだけ先輩の湖西市と一緒に歩んできたんだね。

これからも一緒に楽しく年を重ねていこう！

40歳代 湖西市

116

湖西市50周年おめでとうございます。私はまだまだ住んで8年目で全然及びませんが、住みやすくて、景色が

綺麗で、食べ物が美味しい湖西市が大好きです。これからも60、70…100周年と続く素敵なまちへと続いて欲

しいなと思います。

40歳代 湖西市



115

五十周年おめでとうございます。

私は湖西市民になって40年になります。生まれ育った磐田市よりも⾧くなり、この地で人生を終えるつもりで

す。住みよくて風光明媚な湖西市が大好きです。

60歳代 湖西市

114
結婚を機に浜松市から湖西市に引っ越しをし、もう丸７年が経ちました。これからも宜しくお願いします！湖

西市、大好きです。
40歳代 湖西市

113
約50年前に会社の関係で浜松から移住しました。移住から現在の湖西の発展は目まぐるしいものです。今後、

更なる元気な湖西を期待します。
70歳代 湖西市

112

湖西市５０周年おめでとうございます！

色々な施設が増えてきて、どんどん住みやすくなってきて、嬉しいです☆

もっと働くも子育てもしやすいところになっていくよう期待しています♪

30歳代 湖西市

111
浜名湖のカキが、大好きです。

自然に触れて楽しむ場所が沢山有るので、静岡市内からも、よく行きます。
30歳代 静岡市

110
祝50周年！湖西市の田舎すぎず、都会でもない程よい所が好きです。ずっと、湖西市に住む予定です。もっ

と、良い企業が増えると良いです。
20歳代 湖西市

109
湖西市には、観光名所や昔ながらの美味しい食べ物、世界のトヨタ生みの親豊田佐吉など、働き易く住みやす

さが自慢！！
50歳代 湖西市

108
テレビで紹介されて芸能人とかいっぱい来るような街になって！湖西市から出なくても全ての用事が済む街に

なろうよ。通り抜けるだけの街からの進化を期待して19年。頑張れ湖西市
40歳代 湖西市

107

50周年おめでとうございます。

私が10歳の時に湖西市が誕生したんですね。

次の半世紀に向けて、私も出来ることを頑張りたいと思います！

60歳代 湖西市

106

??50周年おめでとうございます

私も湖西市になって引越してきました。最初はまだまだ畑とかが広がってましたが、少しずつ施設も増えてき

て街へと変化してきました。新居町と合併してからもどんどんと成⾧してきました。これからも住みやすい街

を目指して頑張っていってもらいたいです

60歳代 湖西市

105

50周年と日を同じくして、湖西市で結婚10周年を迎えることができました。他県から引っ越して湖西市民歴は

まだ3年ですが、浜名湖を眺めながら帰ってくると、故郷のような気持ちになる素敵な街です。今年は湖西連

峰へも足を運びたいです！

30歳代 湖西市

104
湖西で生まれて、小中高、そして就職も全て湖西。ここが凄い！という派手な場所や物はなくても、山があっ

て海があって、こんなに気持ち良く住める場所はないと思っています。50歳おめでとうございます！
40歳代 湖西市

103
50周年おめでとうございます。

湖西市と一緒に育った５０年、家族や友達との思い出がいっぱいです。ありがとう。
50歳代 湖西市

102
人が温かく、住みやすい湖西市が大好きです。生まれ育った湖西市を誇りに思っています。今は近隣の市に住

んでいますが、帰省する度にホッとします。
30歳代 浜松市

101

湖西市市制50周年おめでとうございます！

私は昨年、結婚を機に県外より湖西に引っ越してきました。浜名湖周辺の美しい景色や、美味しいお店を知

り、少しずつ新生活にも慣れてきました。さらに湖西の魅力を発見していきたいと感じている、湖西市民一年

生です。

地域のますますの発展と共に、私も生涯この湖西市で明るい人生を歩んでいきます。

30歳代 湖西市

100
初めて湖西市に来た時、湖西市から富士山が見えた事にビックリ??しました。山と海に囲まれてとても素敵な

市で大好きです?
50歳代 湖西市

99

湖西市50周年おめでとうございます。新居中学校でのカウントダウンからの手筒花火、間近で見れて素晴らし

かったです。

浜名湖、遠州灘からの初日の出、毎年歩いて見に行ってます。これからも ずっと湖西市に住みたいと思いま

す。

30歳代 湖西市

98 50周年おめでとうございます。今年もますます障害者の方々に優しい街であることを期待します。 60歳代 湖西市

97

あけましておめでとうございます

50周年おめでとうございます

たくさんの自然に囲まれ、これからも心豊かに過ごしていきたいです。

40歳代 湖西市

96

湖西市に嫁いで、45年

70才になったばかりです。

湖西市で1番好きな場所は、浜名湖に沈む夕陽を見る事です。

湖西から富士山も?見えます。

これからも好きな場所を沢山探して行きたいと思います。

70歳代 湖西市

95

50周年おめでとうございます！

鷲津で育ち今でもこの街に住んで居ますが、

魚も美味しいし、住みやすい素敵な街です。

ずっとこの街で暮らして行きたいです。

50歳代 湖西市



94

湖西市に一軒家を建てて、20年経ちました。

私は豊橋、浜松、そして、海外と色々と生活してきましたが、湖西市は コンパクトな町で 公共施設が、近

くにあるので暮らしやすいです。 もう少し大きな商業施設があるとさらにうれしいです。

50歳代 湖西市

93

湖西市50周年おめでとうございます！

生まれ育った街で、今も勤務地で毎日のように変わらない所と変わっていく所を見ています。

これからもどんどん住みやすい街になっていってください！

20歳代 浜松市

92
潮見坂から見る遠州灘の綺麗な水平線が大好きです。ふらっと立ち寄るだけで癒やされます。パワーチャージ

ありがとうございます。
30歳代 田原市

91

他県から湖西市に住み始めて6年半、湖西の人はとてもおおらかな人が多く、人と人との心の距離が程よく近

いなと感じています。

自然ともたくさん触れ合えるこの環境で子育て出来るのが幸せです。

30歳代 湖西市

90

車が無いと不便とか、買い物するにも商店街が無いとか、色々あるけど、子供の頃からずっと湖西市。

やっぱり、私には住みやすくて、大好きな市です！

50周年、おめでとうございます！

50歳代 湖西市

89

50周年おめでとうございます。

小学生まで、湖西市に住んでいました。

今でも、友人とあったりご飯や買い物などよく行きます。これからのますますの発展楽しみにしています。

30歳代 浜松市

88

50周年おめでとう???御座います。隣町に住み仕事の取り引き先が有りイベント等に参加、特に健康課の取り

組みは素晴らしいと思います。プチ試食等、バザー、ライオンズ、卵、餅投げ、花?配布、各種屋台本当に魅

力溢れてます。外部行くと分かります。湖西市以外からのモニターもよろしいかも？どら焼き、画廊、海のイ

ベントｅｔｃ参加体験有ります。

70歳代 浜松市

87
湖西市50周年おめでとうございます。湖西市の魅力発信を継続し、国民誰もが知る湖西市を目指し市⾧、市民

が一つになりこれからも頑張りましょう??
50歳代 湖西市

86

湖西の思い出はと考えると、お出かけで楽しい事だらけです。子供の時は自分が色々な事を体験し今がありま

す。そして子供が出来ると私が体験した同じ事を教えてあげれる所。そして今は80代の両親を連れて行ける場

所。今も何処かへ行こうかな～と考えると湖西が思いうかびます。私達家族の思い出の市です。

50歳代 浜松市

85

50周年おめでとうございます。就職で湖西市に来た時にちょうど市になった年でした、入寮し友達も沢山出

来、その後結婚、出産と今に至ります、富士山も川も海も浜名湖もあり、本当に住みやすい街です、あと何年

住めるかわかりませんが、楽しく暮らしていきたいです?

60歳代 湖西市

84

３０年前、主人に連れてきてもらった湖西の街。遠州灘、浜名湖の素晴らしい景色は海のない街で育った私に

はとても眩しく感動的なものでした。

時は流れ…息子がお嫁さんになる方を連れてきました。湖西の街を案内していたら３０年前の私のように湖西

の美しい景色に感動していました。

３０年の月日で私はすっかり歳をとったけれど湖西の美しさはかわってないんだなぁと苦笑い。

辛いことも踏ん張ることもいろいろあったけれど

この景色に初心に戻ることを促されてきたこともあります。だから３０年頑張ってこられたかも。

 

実家の土地は未だに懐かしく愛すべき場所には違いないですが

湖西の地が私の頑張りと自慢の景色のある地になったのは確かです。

息子のお嫁さんにとっても湖西の景色がいつまでも眩しく美しいものであるように

心から祈りたい。

50歳代 湖西市

83
50周年おめでとう??

こらからも住みやすい湖西市になって下さい。
50歳代 湖西市

82

私は今年69歳になります。この年まで、県外に、住んだことがありません。湖西市で、産まれ死んで行きま

す。親も、看取って、今は、幸せに、暮らしてます。ここに産まれて感謝。友達にも、恵まれ野菜も、沢山出

来ます湖西に産まれて、育てられ、良かった人生。

60歳代 湖西市

81

すみやすく、これからも、湖西で子育てしていきたいなぁって思っています。

夏は浜名湖でほぼ毎週あそんでいます。

海、山、川自然にあふれて子供にはとってもいい環境です。
30歳代 湖西市

80

湖西市 50周年おめでとう！

湖西市は我が家のルーツ、親父の生まれ育った場所です。今の実家を建てるまで 僕も湖西市が本籍地でした。

自分のルーツに想いを馳せるような年齢になり、ふと振り返れば そこには湖西市があります。

50歳代 豊橋市

79
湖西市と共に生きて来たなぁ。成⾧し世界は広がっていく、好奇心と美しさを豊かな自然から学び、人の温か

みに支えられて私は今も湖西市に住み続けています。
40歳代 湖西市
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2022年1月1日。湖西市50周年おめでとうございます、毎月訪れている私には、魅力満載の湖西市です、親戚や

友達がいて、暖かく、親切な方々がいて、イベントに参加させてもらって楽しい時間を過ごせる素晴らしい湖

西市！同じく私も今年で50歳これからも頑張って盛り上げていきましょう。」

40歳代 浜松市

77
湖西市が50周年おめでとうございます

生まれ育った湖西市で自分の子供たちも育っています。素敵な所がいっぱいあって暮らしやすいです
30歳代 湖西市

76

市制50周年おめでとうございます?

ずっと湖西に住んでます

これからの湖西市が繁栄することを祈ってます

40歳代 湖西市

75

湖西市、大好きです。県内でも、9番目に住みたい街にランキングされました。

私は、湖西市民から新居町民になり、そして、また、湖西市民になりました。

これからも、ずっと湖西市民です。

60歳代 湖西市

74

私が記憶に無い位小さい時に湖西市になってどんどん道も良くなって家も増えて住みやすい市になりました。

今から色々建物が建て替わる時期になると思うので私も頑張って大好きな市に貢献できる人材になりたいと思

います。

50歳代 湖西市

73

湖西市50周年おめでとうございます！

湖西市にずっと住んでいましたが、結婚して浜松市に引っ越しました。浜松市に住んでいますが、休みの日に

は湖西市に帰ってきています！あらいじゃんが好きでまた開催できる日が来るといいなと思います。

30歳代 浜松市

72

湖西市、50周年おめでとうございます！

生まれ育った町で快適に過ごさせてもらってます。山登り好きなので湖西連邦にもお世話になってます。自然

豊かなこの町が大好きです。

40歳代 湖西市

71

あけましておめでとらございます！

そして50周年おめでとらございます！

湖西市に就職して毎日通っています。

これからも湖西市で笑顔で楽しく働きたいと思っています！

20歳代 豊橋市

70

去年こちらに引越してきました。

浜名バイパスから見る遠州灘が素晴らしく、釣りを楽しんだり、浜名湖競艇でワクワクしたり、楽しいことが

沢山ある湖西市。とても住みやすい街なので、これからがますます楽しみです。

40歳代 湖西市

69

市政50周年おめでとうございます。湖西へ越してきて10年、海も山もあり、美味しいものもたくさんの湖西は

どんどん住みやすくなっています。産まれてくる子どもが、歳をとっていく私たちが互いに暮らしやすく、活

気ある市になることを願っています。きっとそうなるでしょう！

40歳代 湖西市

68

湖西市50周年おめでとう??

湖西市民になって 35年以上。

我が家も湖西市も変わらないようで

色々と進化しました。

今は 子ども2人 市外居住ですが

湖西市の情報がはいるのを 楽しみに

しているようです。

暖かくて住みやすい湖西市

益々の進化に期待して

ずーっと住み続けます。

私も進化しなきゃね！

60歳代 湖西市

67 湖西市おめでとう！ 20歳代 浜松市

66
湖西市50周年おめでとう！この街に住んで早10数年つくづく住みやすい街だなと感じます。子供達からすれば

この街がふるさとになり生まれ育ったこ故郷に。この先もずーっと続け湖西市！！
40歳代 湖西市

65

初めて訪ねた42年前の瀬戸からの浜名湖の景色は、素晴らしく感動でした??今も変わりません

市制50周年おめでとうございます???

自然の環境に恵まれた湖西市に嫁ぎ、幸せな年を重ねました。

市制50周年にあやかり、無事10年後の金婚式を迎えたいと思います。

湖西は隣に浜松市と豊橋市があり、良いとこ取りが出来てる気がします。湖西市の益々の発展を願って活動し

ていきます??

60歳代 湖西市

64

湖西市50周年おめでとうございます！

今は離れて住んでますが、帰省するたびに湖西の温かさにホッとします。

子供の頃遊んだ公園。眺めていた浜名湖。

自分の子供も同じように湖西を楽しんでくれる事を嬉しく思います。

今はコロナで帰れていませんが、また帰省した時はたくさん満喫したいです！

そしてこれからも素敵な景色をみせてくれる湖西市を応援しています。

30歳代 沖縄県
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県外から引っ越してきました。知らない人ばかりの中での子育ては不安でしたが、幼稚園に通い出して先生や

友達にたくさん相談させていただきました。とても嬉しかったです。素敵な人たちとの出会いをこれからも大

切にしていきたいです。

50歳代 湖西市

62

湖西市に嫁いで、もう35年になります。

すっかり遠州弁を話をしている自分にびっくりしています。

災害も少なく 人柄もよく とても住みやすい

所です。

60歳代 湖西市

61

成⾧している湖西市が好きです。

60年前富士から引っ越して来た時周りには何も無い、家の前の道路も未舗装、鷲津の駅前も今とは全く違って

いたが今は全てが便利になった。

あれから自分も成⾧し子育てをして今は母の介護の日々です。

そこで気が付いた、湖西市は介護に優しいなぁ…と、車椅子の母のために福祉車両を月一で借りますが社協の

人がとても親切。福祉車両が市から借りられるなんて浜松市では考えられ無い、ちょっとした事が嬉しく感じ

る。

湖西市ってそんな優しい街だったのが嬉しい。

これからも小さい優しさが集まってもっともっとみんなに優しい街になって欲しい。

子供からお年寄りまで暖かく暮らせる日々成⾧の湖西市にエールを送ります！！

ありがとう、これからも頑張ろう！

60歳代 湖西市

60

50周年おめでとうございます。生まれも育ちもずっと湖西で、学生時代に一度他の市に住みましたが、やっぱ

り湖西が住みやすくて戻ってきました。今後もずっとお世話になる予定なので、これからもよろしくお願いし

ます。

30歳代 湖西市

59

湖西市に居住して３０年になります。ミス湖西にも出た事あります。湖西市の花はクチナシって事をその時に

知り、花言葉はとても幸せですの言葉通り、私も湖西市で幸せに暮らせております。風情豊かな住みやすいこ

の街が大好きです。

50歳代 湖西市

58

50周年おめでとうございます。

豊田佐吉のふるさとでもある湖西市、

これからも個性（湖西）を大切に、次の50年に向け、ジャンプアップ！！

60歳代 浜松市

57
同級生だとは知りませんでした！お互い無事50年を迎えられた事は嬉しい事ですね♪これからも元気で明るい

湖西市でいて下さい！
40歳代 湖西市

56

今年50周年の湖西市は母が生まれ育った特別な場所

散々遊んだ私にとっても思い出深い特別な場所

いつも母と私の心のオアシス湖西市、これからも頑張って下さい

40歳代 豊橋市

55

湖西市50周年おめでとうございます?

私はお嫁に来て35年になります。

湖西市は住み良くて子育て時代にも現在もとても気に入ってます?自慢です?

60歳代 湖西市

54 湖西市で育ち、今は結婚して豊橋に住んで、湖西市で働いています。湖西市のあったかい人たち大好きです。 40歳代 豊橋市

53

湖西市50周年おめでとうございます。

幼少期からよく市内の祖母の家に

訪れてきました。

今では市内に在住し、お世話になっております。

これからも宜しくお願いします。

20歳代 湖西市

52
ランニングが好きで、浜名湖一周ランをします。千波田のローソンがいつも憩いの場。鷲津駅や新居の関所ま

でのアップダウン道程も嬉し楽しで走ってます！
50歳代 浜松市

51

おめでとうございます。湖西市に住んで50年になります。かいめい大学で豊田佐吉のことを勉強しました。湖

西は住みやすいです。 70歳代 湖西市

50
50周年おめでとうございます。私も、私の親もずっと暮らしてきた湖西市。これからは、自分の子供、そして

孫たちがずっと暮らしていって欲しいです！
30歳代 湖西市

49
公園で遊んだり、山からの眺めを楽しんだり、図書館の畳で本を読んだり、家族でたくさん思い出ができまし

た。子どもたちの成⾧と湖西市の発展を期待しています。
30歳代 湖西市

48

湖西市に移住して5年。家を建て、夫の地元のこの地に骨を埋めるつもりです。

海も山も湖もあり、自然豊かなこの地で過ごす老後が今から楽しみです。

これからも、更に素敵な市を築いていってください。

湖西市市民として、市の取り組みに協力していきます。

30歳代 湖西市

47
素敵な湖西市が大好きです。

市民全員でもっと素敵な湖西市にしていきたいです。
40歳代 湖西市



46

湖西市50歳、おめでとうございます。私より少し先輩ですね。

毎日浜松市から湖西市に通勤しています。かなり距離があるので、浜松市に転勤するという選択肢もあるので

すが、私は湖西市の温かい土地柄と人柄が大好き。海を眺めながらな運転も最高です。だからこれからも遠く

ても湖西市で働きます。どうぞよろしく！

40歳代 浜松市

45

湖西市誕生50年！

おめでとうございます(*´ω｀*)

自分も湖西市に37年住んでおり

風光明媚なこの湖西市が自慢です。

時代は変化してもこの自然いっぱいな

湖西市は継承してもらいたいです。

湖西市万歳?( ? )?

50歳代 湖西市

44
50周年おめでとう御座います。若い頃ドライブと言えば浜名湖周辺でした。太陽に照らされてキラキラ光る波

を見ながらの一休み、ゆっくり過ぎる時間が好きでした。
60歳代 磐田市

43

今年、第一子が生まれます。湖西市に住んでまだ数年ですが、これから家族で湖西市でたくさんの思い出を

作っていこうと思います。お気に入りの場所は豊田佐吉記念館。たくさんの自然と文化に触れられる良い街

で、子育てが楽しみです！

30歳代 湖西市

42

湖西市に縁もゆかりも無かった頃、きれいな景色を求めて豊川から鷲津、浜名湖を回るドライブがいい息抜き

だったので、湖西市には楽しいイメージがありました。会社の移転を気に湖西市の人と出会い結婚するなんて

夢にも思いませんでしたがとても暮らしやすい街で幸せに暮らしています。50周年と言う節目に湖西市民でい

られる事を嬉しく思います。今後ますますの発展を期待しています。

40歳代 湖西市

41

５０歳 おめでとうございます。

令和元年１２月に湖西市民になった私たちは3回目の一月一日を迎えました。

住み良い湖西市が終の住処になるはずのところ 来た途端にコロナ禍、思う通りにいかない事が多くて 市が

５０年続いてきた間に諸々の事があったと思います。

これからも自然と共生できるような素敵な住み心地の良い湖西市でありますように。

60歳代 湖西市

40
生まれも育ちも県外ですが、ご縁あって湖西市で暮らしています。住み良いいい町だと思います。これからも

よろしくお願いします。
30歳代 湖西市

39

初めて湖西市を知ったのは、40年前新入社員の配属先の発表時、静岡県東部とばかり思っていた矢先鷲津工場

と聞いて、一瞬 正直「どこっ?」キョトンとしました。そこで初めて静岡県の西の端が浜松ではなく湖西市

と知りました。それから41年、家も構えました。これからも住んでいく事でしょう。

60歳代 湖西市

38

湖西市50周年おめでとうございます。

山あり海ありの自然豊かで、のどかな湖西が大好きです。

もっともっと住みやすい湖西市になるように応援しています。

60歳代 湖西市

37
湖西市さんいつも生活を支えてくれてありがとうございます。湖西で生まれ育ち29年色々なことを共に過ごし

てきました。これからも大変なこと嬉しいことがあると思いますが、お互い元気に過ごしていきましょう。
20歳代 湖西市

36

湖西市50周年、おめでとうございます。人生で言えば知天命の年ですね。静岡県で最も西に位置し、新居関所

で有名ですが、全国的な知名度は高くないと思います。静岡県の西の玄関口として、まだまだアピールが足り

ませんよ。静岡県の魅力を関西圏に向けて発信する拠点として、更なる進化・発展への第一歩を踏み出す記念

すべき2022年となりますようにお祈りします。

60歳代 磐田市

35

50周年おめでとうございます?

障害持った妻と息子を支える私にとって湖西市は本当に感謝であります??

特に子育て、障害者支援等々数多くのご支援誠にありがとうございます?

これからも住み良い街造りに頑張って下さい?

40歳代 湖西市

34

湖西市在住24年になりました。晴天が多く、住みやすい土地ですね。冬は、海釣り公園から浜名湖越しに富士

山も見れて、最高！

冬の遠州空っ風は辛いですが、これも風物詩のひとつと思えば、風情があって奥ゆかし。この風、風力発電に

活かして、日本一エコな都市になると嬉しいですねー♪

50歳代 湖西市

33
市政50周年、誠におめでとうございます

我ら湖西市は田舎でもなく、都会でもなく更に住みやすい環境を目指していて、今後の発展が楽しみです。
50歳代 湖西市

32

お誕生日おめでとうございます??湖西という穏やかな気候、暖かい人々、日本の工業を担う大人達の姿、その

お陰で、私はのびのび大きくなることが出来ました！

これからも未来の子供達に健やかな湖西市のバトンを繋いでください、どうぞご自愛ください?
40歳代 浜松市



31
浜名湖を50年先も美しくきれいに

保ちましょう。
60歳代 湖西市

30

５０歳おめでとう?

私より２4歳も若い、湖西市はアイデアが豊富で素晴らしい所だと思っています。

時々2人で美味しい鰻を頂きに…

ボートレースの帰りに。

70歳代 浜松市

29
新年を共に迎えた今年二十歳の娘が、「私は湖西が大好き」と言ってくれました。

50年の歴史を作ってくれた、先輩市民の皆さまに感謝！
50歳代 湖西市

28

50周年おめでとう?????

いつも楽しい催しありがとうございます。

これからもﾄﾞﾗｲﾌﾞｺｰｽの一番になると思う。

お知らせ待ってます??

60歳代 浜松市

27

50周年おめでとうございます。私は生まれも育ちも湖西市一筋です。年齢もほぼ同じ本当に湖西市は住みやす

い所だと思います。若い頃は違う土地に住んでみたい願望はありましたが今は湖西市にいて良かったと思って

います。これからもずっと家族共々住み続けていきたいです。
50歳代 湖西市

26
大好きな友達が住んでいる街、湖西市！友達に見守られているように、湖西市を訪れると豊かな自然が私をい

やしてくれます！特に奥浜名湖のキラキラした水面は、最高です！
40歳代 浜松市

25

自然豊かな湖西市で生まれ育ったことを誇りに思います。豊田佐吉翁の「障子を開けてみよ、外は広いぞ」と

いう言葉を初めて知った小学生時代から、今でも胸に刻んでいます。

これからも湖西市で生きていき、静岡・日本・世界へと様々な事で発展していくことを願っています。

20歳代 湖西市

24
50周年おめでとうございます。とにかく人が温かく、歴史があり、海・湖・山…風景も素晴らしい湖西市。

ずっとこの街を守り続けていきたいです。
30歳代 湖西市

23

50周年おめでとう！

私も去年から湖西の仲間入り！

末⾧くこれからもよろしくね！！！

20歳代 湖西市

22
道をまたげば湖西市に入る所に住み、駅や買い物等、生活にかかせない市であり、海、山に近くとても大好き

な市です。
40歳代 豊橋市

21

湖西市50周年おめでとうごさいます！！

湖西市に住みだして、13年。

子育てもしやすく、とてもいい場所です。

30歳代 湖西市

20
市制50周年おめでとうございます！

今後の発展と住みやすい市として更なる素敵な行政でありますように願っております。
50歳代 浜松市

19
この湖西市で生まれ育ってきました。子供の頃から浜名湖の景色が大好きでそこから見える富士山を見ながら

毎日過ごしてます。穏やかで温かい湖西市が素敵です。湖西市50歳おめでとうございます。
40歳代 湖西市

18
私は湖西市に来て丁度半分の25年になり第二の故郷になっています。今後もこの住み良い町の更なる発展を祈

願しています。
50歳代 湖西市

17

２０２２年明けましておめでとうございますm(_ _)mそして市制50周年重ねておめでとうございます！しばら

くご無沙汰の湖西市！子供の頃は夏になると海に出掛けてましたから懐かしいです！孫と遊びに出掛けたいで

す！

60歳代 掛川市

16
海に山にと自然豊かで、新居関所を始めとする歴史遺産も多い湖西市。これからも静岡県の西の玄関口とし

て、魅力を存分に発信しつつ、住みやすい街づくりに期待します！
40歳代 湖西市

15

50周年 おめでとうございます！

これからも、住み良いまちであり続けられるよう、子どもたちに歴史を残していけるよう、皆んなで努力して

いきましょう。

40歳代 湖西市

14
浜名湖に近く自然豊かで落ち着いたこの町が大好きです。多文化共生がより進んでいき、人々がお互いに違い

を認め合ってよりよく生きられる社会になればいいなと思います。
20歳代 湖西市

13

湖西市50周年おめでとうございます！

生まれ育った湖西市が大好きです！湖西市のために、仕事がしたくて今でもこの地に住んでます！これからも

素敵な市であり続けましょう！

30歳代 湖西市

12

湖西市50周年、おめでとうございます。3歳の頃からお嫁に行くまで、私を育ててくれた我が湖西市。帰省す

るたびに懐かしさやゆったり、のんびりする気持ちに心が癒やされます。いつでも変わらずそこにあるふるさ

と。湖西市大好きです。

40歳代
愛知県名古屋

市

11
湖西にお嫁に来て早10年。相変わらずの素晴らしい絶景、歴史情緒ある街並み、温かい人々に癒される日々を

送らせてもらっています。大好きな湖西、第二の故郷を大切にしていきたいです。
30歳代 湖西市

10
ときどき湖西市を訪れますが、食べ物や観光など、魅力いっぱいの湖西市。これからも、ますます良くなって

いくような感じがします。また遊びに行きます！！
40歳代 磐田市



9

50周年おめでとうございます。

湖西市に生まれ育って還暦をむかえましまた。自然にも恵まれ、交通アクセスも良く住みやすい市だど思いま

す。

60歳代 湖西市

8
湖西市50周年おめでとう！私はずっと湖西市で育ち結婚もしてずっと湖西市にいるよ。

大好きな湖西市、これからも私の居場所で家族だよ。
40歳代 湖西市

7
明けましておめでとう御座います。新しい年にふさわしい日々が、続きますように。湖西市に育ち自慢出来る

ような地域にしていきたいです。
50歳代 湖西市

6
浜名湖で過ごす時間が人生を豊かにしてくれます。美しい景観が今後もずっと続いていくことに期待していま

す。
20歳代 浜松市

5
50周年おめでとうございます??鷲津中学2年生の時に湖西市になりました！湖西市制記念駅伝出場した思い出

あります！人口が少しずつ減ってる心配ありますが益々元気な湖西市になるよう目指してほしいです
60歳代 湖西市

4
結婚をして初めて湖西に移住しました。自然豊かな湖西は人も穏やかで過ごしやすいのでこれからもここで歳

を取りたいです
40歳代 湖西市

3
50才おめでとう！

I LOVE 湖西！！
30歳代 湖西市

2 湖西に住み始めてまだ8年だけど、これからもよろしくお願いします！ 30歳代 湖西市

1 期待していきたい。 50歳代 浜松市


