
あなたの好きな珈琲は? ５月号
・モカ 24
・アメリカン 15
・カフェオレ 12
・ブラックコーヒー 11
・ブル－マウンテン 11
・キリマンジャロ 8
・エスプレッソ 6
・ウィンナコ－ヒ－ 5
・スタバのコーヒ－ 5
・カフェラテ 4



「むるぶ」を見て食べたいお店に行きおいしさに満足する幸せは本
当に幸せです。これからも「むるぶ｝が楽しみです。
・鰹節珈琲とはコーヒーと鰹節本当に意外な普通では考えつかない
ですがおいしいのでしょうか？“
・鰹節珈琲どんな味か試してみたい。
・鰹節珈琲には驚きました。焼津をPRする商品のひとつになればい
いですね。
・鰹節珈琲の記事を読んで、ぜひ味わってみたいと思いました。
・鰹節珈琲が発売されたことを知り、購入し味わいたいです。
・鰹節珈琲どんな味か不安？飲んでみたいけど....
・鰹節珈琲どんな味わいなのか興味があります。

ご意見・ご感想 １ ５月号



・鰹節珈琲にとても興味が湧き是非飲んでみたいと思いました！
・鰹節珈琲は初めて知りましたので一度飲んでみたいと思いました。
・鰹節珈琲誕生の話は興味深く拝読しました
・２５日が楽しみです
・Ｊ２で藤枝が頑張っています、地元の地域情報誌としてサーカー
の話題等配信願います。
・いつも、楽しみにしております。これからも、宜しくお願い致します。
・いつも「むるぶ」楽しみにしています。
・いつもありがとう 笑福の券いただいた時いつも息子にやってよろ
こんでます
・いつもカレンダー愛用してます!

ご意見・ご感想 ２ ５月号



ご意見・ご感想 ３ ５月号

・いつもグルメを参考にしています。
・いつも楽しみにしてます。よろしくお願いします。
・いつも楽しい情報をありがとうございます。毎月のカレンダー、重宝
しています。また、美味しいお店は是非行ってみたいと思います♪
・いつも楽しく拝読してます。今月の食事処とても美味しそうです。
どこか一カ所行ってみたいです。
・いつも楽しみに見させていただいています。これからもがんばって
ください。
・いつも身近な情報で、楽しみにしています。身近な事件も見て盗
難が多いので気をつけようと感じてます
・いつも地元の情報が満載で参考になります



・エムアイプラザ藤枝の美味しい物も楽しみの一つです。
・クラシックコンサートの案内は嬉しいお知らせです。家族と出かけ
たいと思います。
・グルメ中心の記事を楽しみにしています。地域の情報あつめ、大
変ですががんばって下さい。
・この前れんげんじ公園に行って、ウォーキングを、してたけど、人
がいっぱいだった。
・これからも志太地区の楽しい情報を発信していって下さい！期待
していますので
・これからも地域情報を楽しみにしています。
・これからも役立つ情報をたくさん届けて下さい

ご意見・ご感想 ４ ５月号



・だいぶ外で活動することに抵抗が少なくなってきたので、何か始め
たいと言う気持ちが湧いてきました!ＳＢＳ学苑のページはそんな
今の気持ちにピッタリだった気がしました。“
・デジタルの時代の中で、広報誌を読むのはいい事だと思います。
これからも楽しみにしています。
・どうした家康の記事。知らないことがたくさんありました。むるぶの
おかげです
・どうした家康の記事がたくさん載っていて、松潤が好きで勉強にも
なりました。ありがとうございました。よろしくお願いします。”
・どうした家康を読んで「へえ、そうだったのか」となるものが多かっ
たです。

ご意見・ご感想 ５ ５月号



ご意見・ご感想 ６ ５月号

・・どうした家康藤枝編、大変参考になりました、まだ行った事のな
い場所がありました。ぜひ行きたいと思っています。バトンリレ－
志太の久保山恵里さん、焼津水産高校出身ということですが私
も水産高校出身です。カツオを釣っていました。
・「どうした家康」は、毎週楽しみに、一家といっても２人ですが、こ
の時だけは、TVの前に集まり見ています、このドラマに関係する
ところが、こんなに身近にあることに感激し、改めて歴史を感じて
います。これからも地元の歴史を感じる様な記事をお願いします。
・「どうした家康」を、夫婦で毎週楽しみに見ています、ここで紹介
されているもの、一つずつ体験してみたいと思っています。これか
らもこの様な記事を継続期待しています。、



ご意見・ご感想 ７ ５月号

・・「どうした家康」藤枝編は、へぇ〜となるスポットを知ることができ
て大変良かったです。
・プレゼント商品にゆらくやいたわりの湯など温泉チケットを追加し
てほしいです。
・プレゼント品の招待券はペアがいいですね。
・ページ数を増やしてほしい
・むるぶさんの食べ物 お店紹介楽しみです
・むるぶさんの力で色々歴史を知る事が多い これからもがんば
って調査して下さい‼"
・むるぶの新聞が楽しみです。
・各種割引券があるといいな



ご意見・ご感想 ８ ５月号

・・むるぶ毎月楽しみにしています。なんといっても地元情報がたく
さん載っていて現実的に行ける場所ばかりなので助かってます。
・めぐみ珈琲ラボの「鰹節珈琲」の記事を読み、焼津産の水産物と
のコラボが斬新で、普段から食べている新丸正さんの駿河ふぶ
きを入れての味はどんな感じだろうかと関心を持ちました。焼津
の良さを伝える逸品がまた一つ増えて嬉しいですね。
・もうすぐGW…お弁当を持ってお出かけします。
・ローカルな情報を楽しみにしています。これからも楽しい情報を
お願いします。
・志太そこ知り物語。私たちが知らない郷土の偉人を知ることは大
切なことだと思います



ご意見・ご感想 ９ ５月号

・・以前、市内の田中城址や田中神社は行ったことがありますが、
今回の「志太で『どうした家康』藤枝編」で、新たな知見を得たので
もう一度行って見たいと思います。また、染飯と朝比奈ちまきも早
く食したいと感じました。
・記事のレイアウトが良く、読みやすいと思います。カレンダーは
便利で書き込みに使用しています。
・月1回、90才近い母のつき添いのあと、2人でランチに行くのですが
いろんな初めての店に行ったりするとボケ防止になると聞きました。
「むるぶ」を参考にあちこち連れまわしてます‼"

・今月号には、お弁当特集と「どうした家康」のペ－ジに染飯が載
ってますね。



ご意見・ご感想 １０ ５月号

・
・記事を見て、レストランに行くのを楽しみにしています。紹介文が
上手いのでそそられます！
・家康が藤枝と縁が深いとは思いませんでした。
・藤枝朝ラーはたまに全国ネットの番組やローカル番組で取り上げ
られていますが、瀬戸の染飯はほとんど見かけないような…？密
かに伝わっていくという今の状況もいいとは思いますが、若い世
代や自分のような藤枝市外に住む人にももっと広まってもいいの
にな～と思いました。とてもきれいな黄色で元気が出ますね。
・今月号の「どうした」特集は本当によかったです。ちょっとした史跡
なども、ドラマを見ているので、行ってみようかなと思いました。
・子連れにおすすめのカフェ 飲食店の情報をお願いします。



ご意見・ご感想 １１ ５月号

・・志太そこ知り物語goodです。
・志太そこ知り物語はいつも楽しみに読んでいます。ドールハウス
展は見に行きたいです。
・志太で「どうした家康」藤枝編の記事を見て、藤枝にも家康とゆか
りのあるモノがこんなにあるなんて、と驚きでした。
・志太で『どうした家康』藤枝編の中で、瀬戸の染飯・朝比奈ちまき
が紹介されていましたがどこかで販売されていますか。掛川の
道の駅に行った際には、くちなしの実で染めたおこわ、黒豆が入
ったものを必ず買います。
・志太の歴史はいつも楽しみにしています。これからもよろしくお願
いします。



ご意見・ご感想 １２ ５月号

・・字が小さい。
・写真がいつも美しく感心しています、又、レイアウトも工夫してあ
り読み易いです。
・志太でどうした家康スポット藤枝にもたくさんのゆかりの地がある
ことを改めて知りました。焼津の高草山麓にもゆかりの地があり、
興味を持ちました。
・取り上げるお店がいつもおいしそうです！
・焼津市内に住んでいても、地元のことが十分に知り得ているわけ
ではなく、本誌は大変勉強になります。
・情報ありがとうございます。
・食べる事の特集はいつも楽しみです。



・新丸正さんの鰹節が好きです。
・西益津地区なので家康が鷹狩りに田中城周辺に来ていたとの
事で、身近の感じました“
・静岡に駿府城があってもそこまで興味なかったけど、大河「どう
する家康」を見て静岡にここまで縁があったのだなと再認識。志
太でも家康巡りができると今回の記事で知り、ドラマにハマって
る母と一緒に連休に巡ってみるのもアリだな！と思いました！
・絶対に合わないと言われてまでそれでも二手かけて開発した鰹
節珈琲を飲んでみたい！！
・地元に密着した特集や記事、お店紹介があるため毎回楽しみに
しています。

ご意見・ご感想 １３ ５月号



・新名物探訪を見ています。
・静岡市内にも置いて欲しいです。
・絶対行きたくなる隠れたコスパの良いランチ店情報を取り上げて
ほしい（喫茶ピエールのような）
・前回、家康と藤枝も取り上げてほしいとこの欄に書いたら、今回す
ぐに取り上げてくださってありがとうございましたm(_ _)m興味深く
読みました！
・地元のつけもの特集をしてほしい。
・毎回、『志太そこ知り物語』を楽しみにしています。
・地元の施設やイベント、おいしいものなど知ることができて小さい
お店なども取り上げてくれるのでありがたいです！

ご意見・ご感想 １４ ５月号



・地元の事件簿の中でサギ電話の内容をもっと詳しく知りたい。
・地元の事件簿を見て気をつけようと思います。
・地元の事件簿を見ると毎月のように自転車盗難が多くあります。
被害は無施錠の自転車が多いので施錠をしましょう。
・地元の情報が楽しみです。
・田中城の三日月堀（武田氏の時のもの）が今でもいくつか残って
いますが原型がだいぶこわされていて残念です。きちんと保存し
てほしいですネ土盛（当時のもの）もわずかにあります。それも保
存してほしいです。
・藤枝、焼津、島田近辺の安くてボリュームたっぷりのパスタのおい
しい店を紹介してほしい。

ご意見・ご感想 １５ ５月号



・

・当ててください。
・藤枝とか焼津の特別支援学校等を紹介するペ－ジがあってもい
いと思う。
・藤枝に家康が関係した所がこんなにあるとは知りませんでした。
ここに家康がいたのかと思うとロマンがふくらみます。
・藤枝も家康と深いかかわりがあってビックリ！意識して、訪ねて
みたいと思いました。
・藤枝市で産まれお墓も藤枝なので、よく藤枝へ行きます。
・藤枝市郷土博物館の時をかける ドール藤枝市郷土博物館の時
をかける ドールハウス展に 行ってみたいと思いました。
・読者の声をたくさん掲載してください。

ご意見・ご感想 １６ ５月号



・日帰り温泉特集もお願いします。
・表紙の貴装の店わたなべさんに振り袖の丸洗いに出しました。印
傳も売っていたので、印鑑ケースを購入しました。
・表紙の写真がおいしそう 。
・編集者さんのご苦労に感謝しています。
・勉強になるところがあったり、映画やカフェのことが書いてあったり
して、とてろ面白いです!!これからも、どんどん見て写真のところに
行ってみたいです！これからよろしくお願いします！“
・毎回楽しみにしています。「志太・そこ知り物語」は今まで知らなか
った情報が多いのでとても勉強になり面白いです。
・毎回楽しみにしています。つづけて下さい。

ご意見・ご感想 １７ ５月号



・毎回楽しみにしています。焼津に住みながら知らない所がたくさ
んあって発見して、そこに行くのが楽しみです。
・毎回楽しみに読んでいます。
・毎回志太そこ知り物語が参考になります。続けて下さいね。
・毎回面白い記事で楽しいです。
・毎月、楽しみに読んでいます。家族で出かける参考にしています。
・毎月とても楽しく拝見しております地元の施設やイベント、おいし
いものなど知ることができて小さいお店なども取り上げてくれる
のでありがたいです！
・毎月むるぶが入ってくる日が楽しみです。
・毎月楽しみ 。

ご意見・ご感想 １８ ５月号



・毎月楽しみに読んでいます。欲しい本があるので図書カードが
当たりますように。
・毎月届くのが楽しみです
・毎号愛読させて頂いています。蓮華寺公園の藤が見ごろなの
で行って見ます。
・毎号楽しみにしています。記事 クイズ プレゼント等 ワクワクし
ます。
・毎号楽しみに読んでいます。次回も楽しみに待っています。
・毎号楽しみに読んでいます。先月応募し忘れてしまいました。G
Wは旅行に出かけますので早目に応募します。（いつもギリギリ
なので…）

ご意見・ご感想 １９ ５月号



・映画「ちひろさん」観てきました。焼津が舞台でたくさんの知って
いる場所がでてきましたが、もともと地元民ではないので 小さ
な公園とかはわかりませんでした。次は銀河鉄道の父を観に行
きたいです。
・毎号地域の情報ありがとう。出かけてみようかなと思ってます。
・毎朝新聞を読むのが日課ですが、むるぶが入ってるといろんな
情報が見やすく記事になってるので朝からテンションが上がり
ます！以前むるぶで知った、映画ちひろさん。見ました！焼津
の知ってる場所がたくさん出てきて、焼津凄いなぁ！と改めて思
いました！素敵な作品の紹介ありがとうございました。これから
も様々な情報の記事を楽しみにしています。

ご意見・ご感想 ２０ ５月号



・余計な事ですが、バトンリレー志太の久保山恵里さんが、女優
の山村紅葉さんに似ているなと思いました。恵里さん、経歴も、
お人柄も(お会いした事がないですがきっと)素敵ですね。
・体験会や地域の情報もたっぷり載っていて楽しい。また読みたい。
・蓮華寺池公園の藤まつりの広告が載っていましたが、桜も藤
も年々開花が早くなり、まつりの開催日を決めるのが大変だなあ
と主催者側気遣ったりして笑笑地球温暖化の影響か季節がず
れてますね！昭和生まれとしてはなんだか寂しいです（ ;  ; ）
・ドールハウス展も面白そうで、行ってみたいです。
・めぐみ珈琲ラボのコーヒーは何回か飲みました。おいしかったです。
鰹節珈琲是非飲んでみたいです。観光協会へ行ってみようかな。

ご意見・ご感想 ２１ ５月号
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	スライド 16: ・地元の事件簿の中でサギ電話の内容をもっと詳しく知りたい。  ・地元の事件簿を見て気をつけようと思います。  ・地元の事件簿を見ると毎月のように自転車盗難が多くあります。 　被害は無施錠の自転車が多いので施錠をしましょう。  ・地元の情報が楽しみです 。 ・田中城の三日月堀（武田氏の時のもの）が今でもいくつか残って 　いますが原型がだいぶこわされていて残念です。きちんと保存し 　てほしいですネ土盛（当時のもの）もわずかにあります。それも保 　存してほしいです。  ・藤枝、焼津、島田近辺の
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	スライド 18: ・日帰り温泉特集もお願いします。  ・表紙の貴装の店わたなべさんに振り袖の丸洗いに出しました。印 　傳も売っていたので、印鑑ケースを購入しました。 ・表紙の写真がおいしそう 。 ・編集者さんのご苦労に感謝しています。  ・勉強になるところがあったり、映画やカフェのことが書いてあったり 　して、とてろ面白いです!!これからも、どんどん見て写真のところに 　行ってみたいです！これからよろしくお願いします！“  ・毎回楽しみにしています。「志太・そこ知り物語」は今まで知らなか 　った情報が多い
	スライド 19: ・毎回楽しみにしています。焼津に住みながら知らない所がたくさ 　んあって発見して、そこに行くのが楽しみです。  ・毎回楽しみに読んでいます。 ・毎回志太そこ知り物語が参考になります。続けて下さいね。  ・毎回面白い記事で楽しいです。  ・毎月、楽しみに読んでいます。家族で出かける参考にしています。 ・毎月とても楽しく拝見しております地元の施設やイベント、おいし 　いものなど知ることができて小さいお店なども取り上げてくれる 　のでありがたいです！  ・毎月むるぶが入ってくる日が楽しみです。
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	スライド 21: ・映画「ちひろさん」観てきました。焼津が舞台でたくさんの知って 　いる場所がでてきましたが、もともと地元民ではないので　小さ 　な公園とかはわかりませんでした。次は銀河鉄道の父を観に行 　きたいです。 ・毎号地域の情報ありがとう。出かけてみようかなと思ってます。 ・毎朝新聞を読むのが日課ですが、むるぶが入ってるといろんな 　情報が見やすく記事になってるので朝からテンションが上がり 　ます！以前むるぶで知った、映画ちひろさん。見ました！焼津 　の知ってる場所がたくさん出てきて、焼津凄いなぁ
	スライド 22: ・余計な事ですが、バトンリレー志太の久保山恵里さんが、女優 　の山村紅葉さんに似ているなと思いました。恵里さん、経歴も、 　お人柄も(お会いした事がないですがきっと)素敵ですね。  ・体験会や地域の情報もたっぷり載っていて楽しい。また読みたい。  ・蓮華寺池公園の藤まつりの広告が載っていましたが、桜も藤 　も年々開花が早くなり、まつりの開催日を決めるのが大変だなあ 　と主催者側気遣ったりして笑笑地球温暖化の影響か季節がず 　れてますね！昭和生まれとしてはなんだか寂しいです（ ;  ; ）

