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野に生まれました。上京した後、多くの困難を克
服して医療関連会社を創業。現在も、バイオ＆

浅羽南小

勲五等瑞宝章を授与されました。

西同笠

平成５年と１６年には、旧浅羽町に図書充実

至御前崎

至浜松

医療情報システム企業の代表取締役最高顧問
として経営にあたられる傍ら、平成９
（1997）年に
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郷土 の再発見 と

東名高速道路

袋井
I.C.

歴史 を学 ぶ楽 しさが生 まれます︒

郷土への想いに
感謝を込めて︒

MAP

館と浅羽記念公園の建設が行われました。
近藤記念館は、近藤氏の郷土に対するご貢
献を顕彰するため設立したもので、宮田亮平氏
（東京藝術大学学長）による顕彰板が設置され
ています。

昭和 7

袋井市大野に、父孝一郎、母りえの四男として生まれる。
6歳 幸浦尋常小学校（現・浅羽南小学校）に入学。

昭和12 11歳 幸浦尋常高等小学校に入学。
昭和18 17歳 東京陸軍少年通信学校に入学。
昭和20 19歳 福岡県の門司港より輸送船で出港、韓国釜山に向かう。
青島にて終戦を迎える。
昭和25 24歳 専修大学商経学部入学。
昭和30 29歳 「株式会社相互ブラッドバンク」代表取締役社長。
昭和51 50歳 「株式会社相互生物医学研究所（BIOMEDICAL

昭和63 62歳 代表取締役会長に就任。
平成元

63歳 「株式会社ビー・エム・エル」に社名を変更。

平成 5 67歳 浅羽町に図書充実のため1千万円寄付。
平成 9 71歳 勲五等瑞宝章を授与される。
平成13 75歳 株式会社ビー・エム・エルが東京証券取引所市場

袋井市郷土資料館
近藤記念館

第一部に上場。
平成16 78歳 浅羽町に図書充実のため1千万円寄付。

■〒437-1102 静岡県袋井市浅名1021番地

平成17 79歳 浅羽町より善行表彰を受ける。

■℡ 0538-23-8511

浅羽図書館に「近藤文庫」開設。

■開館時間：午前９時〜午後５時（入館は４時30分まで）

会社創立50周年を迎える。

■休 館 日：月曜日（但し、その日が国民の祝日に関する法律に

平成19 81歳 株式会社ビー・エム・エル代表取締役最高顧問に就任。

規定する休日に当たるときは、その翌日及び翌々日）
。

袋井市に文化振興・生活環境向上のため3億円を寄付。

12月28日から翌年の1月4日。

平成20 82歳 袋井市より市政功労賞を受賞。
平成22 84歳 近藤記念館完成。

浅羽記念公園

平成23 85歳 浅羽記念公園完成。

■〒437-1102 静岡県袋井市浅名1022番地ほか

多機能スペース

袋井市歴史文化館

歴史の展示・講座・体験を行う明るく開放的な空間です。

■〒437-1102 静岡県袋井市浅名1028番地
■℡0538-23-9269
■開館時間：午前9時〜午後5時（入館は4時30分まで）
■休 館 日：日曜日及び土曜日。

祝日法に規定する休日。
12月28日から翌年の1月4日。
【アクセス】
■お車：東名袋井ICから南へ車で約30分。

近藤記念館

大正15

昭和59 58歳 埼玉県川越市にBML総合研究所を竣工。

150

「近藤文庫」が開設されました。平成１９年には
袋井市に多額のご寄付をいただき、近藤記念

近藤健次氏 略歴

LABORATORIES）」に社名変更。

遠州灘

のためご 寄 付をいただき、浅 羽 図 書 館 に

エントランス

明るい日ざしがみなさまをお迎えします。
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浅羽記念公園
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「浅名」交差点北側50m。
■バス：JR袋井駅3番のりば、大東方面行きバス約20分、
｢浅羽支所｣停留所下車。徒歩３分。

袋井市教育委員会

歴史文化館

工藤 晴也 (Haruya Kudo)
【駅のオブジェ・「農の翼」制作】

袋井に関係の深いモチーフを選び
四季折々の表情を大理石と色ガラスで表現

1955 年 北海道に生まれる
1980 年 東京藝術大学絵画科油画卒業
1982 年 同大学院美術研究科
壁画研究分野修了
1985 年 イタリア政府給費留学生
1994 年 袋井市愛野公園「星の広場」制作
2009 年 東京藝術大学美術学部教授

郷土の歴史資料を
『収集・保存・調査・展示』

袋井に関係の深い
歴史資料を展示しています。

『保永堂版東海道五十三次 袋井 出茶屋之図』
初代広重

歴史資料の保存や調査を行っています。

「農の翼」

農具と米作り
米作りの様子を農具や絵でわかりやすく紹介しています。

エレベーター

歴史文化館

春 新三輪駅

エレベーター

水道課

『五十三次名所図会

袋井』初代広重

下水道課

歴史文化館

夏 新岡崎駅
メロープラザ

歴史文化館

秋 五十岡駅

岡島 延峰 (Enpoh Okajima)
【機関車レプリカデザイン・設計担当 】
（タカオ
（株）
と共同制作）
1970 年 東京藝術大学美術学部工芸科卒業
1978 年 埼玉県美術展 作品
「交錯」県知事賞受賞
1981 年 現代工芸展 作品
「新生」
現代工芸 20 周年記念賞受賞
1983 年 茨城県美術展 作品
「寂」特賞受賞
1986 年 現代工芸展 作品
「ゼウスよりの使者」
現代工芸 25 周年記念賞受賞
2009 年 現代工芸展 作品
「風の音」会員賞受賞

浅羽図書館

袋井市内を走っていた日本一の
長さ
（64.6km）
を誇る軽便鉄道
駿遠線をテーマに小型蒸気機関車を
モニュメントに

大正から昭和ごろの農家の復元家屋。
当時の人々のくらしぶりが実感できます。

（浅羽支所2・3階）

冬 浅名駅

浅羽記念公園

近藤記念館
駿遠線の歴史とともにかって大活躍した
バグナル社（イギリス）製の
機関車を模したモニュメント。

浅羽記念公園

昔のくらし

郷土資料館

施設間で連携を図り、
『博物館的機能』
を実現

遺跡でたどる袋井の歴史
発掘調査で出土した土器や鉄製品とともに、
復元模型等を交え、わかりやすく展示しています。

郷土資料館

