〈 2016年11月 〉
イベント名称

渋川しいたけ狩り

開

催

期 間

9月1日 ～ 11月30日

開催場所

浜松市イベント情報
住所

てんてんゴー・ 北区引佐町
しぶ川
渋川237－1

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

しいたけのもぎ取り体験とバーベキューです。しいたけをほだ
木から直接もぎ取って、鶏肉や野菜と一緒にバーベキューで
召し上がっていただきます。ご飯、味噌汁、野菜、鶏肉つきで てんてんゴー・ JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「渋川」行き、「渋川」
しぶ川
す。（完全予約制）
☆時間 11：00～13：00

下車、徒歩約5分。
新東名浜松いなさICより車で約20
053-545-0452 分。

※料金 2,100円

龍潭寺
紅葉まつり寺宝展

10月1日 ～ 12月10日 龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

秋の紅葉にあわせ期間中は金屏風、織田信長遺品、天目茶
碗をはじめ、井伊家ゆかりの宝物の公開があります。
☆時間 9:00～16:30

龍潭寺
053-542-0480

【花のみどころ】
花ひろば
40万本のコスモス畑（10月上旬～下旬）
国際庭園 水路沿いのコスモス”キャンパスシリーズ”
花の美術館
コスモス、ダリア
浜名湖ガーデンパーク
オータムフェスタ2016

10月1日 ～ 11月6日

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク 5475-1

浜名湖
ガーデン
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗場「奥山」行きバス50分、「神
宮寺」下車、徒歩10分。
257号線経由15分

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉・村櫛」
行きにて、「ガーデンパーク」下
車。(約60分)

【期間中の主なイベント】
素敵な寄せ植えコンテスト、パンジーまつり、バードウォッチン
グウィーク、国際庭園アートギャラリー、こども写生教室、花緑
文化フォーラム2016、グラウンドゴルフ体験、ネイチャーヨガ、 053-488-1500 東名浜松西ICより、約25分。
マルシェ・ド・浜名湖 等
※詳細は、ちらし又はホームページでご確認ください。
http://www.hamanako-gardenpark.jp

遠州灘
天然とらふぐまつり

10月7日 ～

浜名湖
2017年
かんざんじ
2月28日
温泉

冬の味覚の王様、遠州灘とらふぐ！
ふぐの中でも最高級のとらふぐ。ふぐと言えば下関を連想され かんざんじ JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より舘山寺温泉行きにて約
温泉
る方も多いと思いますが、実はその下関の天然とらふぐの多く
西区舘山寺町
50分、「舘山寺温泉」下車。
観光協会
が遠州灘で獲れたものなのです。海流の変化で漁獲量が増
1832-1
え、今や遠州灘は国内屈指の漁場となり、その多くが舞阪漁
浜松西IC 県道65・48号線を舘山
053-487-0152 寺温泉方面へ約8km、15分。
港に水揚げされています。
※各施設によって開始日が異なりますのでお確かめください。
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イベント名称

秋野不矩美術館
特別展
「秋野不矩を育てた師
石井林響と西山翠嶂」
～多様な美を描いた東西
日本画の巨匠～

開

催

期 間

開催場所

浜松市
10月8日 ～ 11月13日 秋野不矩
美術館

住所

イベント内容

独自の画業を展開した秋野不矩の創作活動をたどるルーツと
して、秋野が師事した2人の日本画家、石井林響（いしい りん
きょう、1884-1930）と西山翠嶂（にしやま すいしょう、18791958）を取り上げます。本展では、多彩な主題により幅広い作
風を示した東西両画家の作品の数々から、多様な美を描いた
それぞれの画業を顧みるとともに、両巨匠に学んで多様な制
天竜区二俣町
作に挑んだ秋野不矩の作品を併せて展示します
二俣130
☆時間 9：30～17：00

問合せ先

アクセス方法

浜松市
秋野不矩
美術館

遠州鉄道終点「西鹿島駅」下車。
遠鉄バス「二俣・山東行き」で「秋
野不矩美術館入口」下車、徒歩約
10分。

053-922-0315 東名浜松ICより約40分。

新東名浜松浜北ICより約10分。

※休館日 10月17日、24日、31日
※料金 大人800円/高校生500円/小中学生300円/70歳以
上・障害者手帳所持者は半額

天竜の山々と気温の寒暖差がおいしい春野茶を育てていま
す。創業100年の栗崎園は、スタンダードのお茶から品評会入
賞茶、品種茶、和紅茶等をご用意しています。お客様のお好
みお茶を味わったり、茶葉のブレンドを楽しんでみませんか？
ブレンドした茶葉（50ｇ）はお持ち帰りください。
■ふるさと交流体験-6あなたのお好みのお茶を
探しませんか？

2017年
10月15日 ～
栗崎園
2月15日

天竜区
春野町
宮川537

☆時間 10：00から15：00の間にお越しください。
※費用 500円/人（茶葉50ｇ付）
※所用時間 約60分
※定員 1～10名
（ゆったりとお楽しみいただくため大人数の受入はご遠慮願い
ます）
※申込み ご来園予定の７日前まで
お客様のご都合に添えない場合は、別日をご案内

栗崎園
090-19824756

毎年11月に「秋の特別展」が開催され、所蔵の文化財などが
特別に公開されます。
初山宝林寺
「秋の特別展」

10月29日 ～ 12月4日 初山宝林寺

北区細江町
中川65-2

初山宝林寺
同時開催 伊藤弥兵衛能面展
伊藤信次遺作展
☆時間：10：00～16：00

新東名浜松浜北ICより約40分
JR浜松駅より車で約90分

ＪＲ浜松北口駅バスターミナル15
番乗り場より奥山行き,「石岡」下
車徒歩10分。

053-542-1473 東名浜松西ICより約30分。東名浜
松SAスマートICより約20分。（要
ETC）
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イベント名称

浜松市博物館
特別展
「遠江の木喰仏」

開

催

期 間

開催場所

10月29日 ～ 12月4日 浜松市博物館

住所

中区蜆塚
4-22-1

イベント内容
木喰五行上人（行道、明満。1718年(享保三年）--1810年（文
化七年）は、江戸時代に全国を行脚した遊行僧で、60歳を過
ぎた頃から人々の求めに応じて一木造りの仏像「木喰仏」を
各地で刻みました。1800年（寛政十二年）、83歳の頃に木喰
上人は当地浜松を訪れており、市内北区や浜北区には数多く
の木喰仏が残されています。木喰仏を紹介するとともに、書、
歌集などの史料を交えて木喰の足跡をたどる特別展を開催い
たします。
☆時間 9:00～17:00

問合せ先

浜松市
博物館

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル2番
乗り場より、蜆塚・佐鳴台行きに
て、「博物館」下車。
東名浜松西ICより環状線南へ舘

053-456-2208 山寺街道左折、富塚経由約20
分。

※休館日 月曜日
※観覧料 大人500円、高校生200円、小中学生・70歳以上・
障害者手帳をお持ちの方は半額

浜松市美術館特別展
女性を描く
中区松城町
10月29日 ～ 12月25日 浜松市美術館
～クールベ、ルノアールか
100-1
らマティスまで～

西欧絵画の歴史において、女性はもっとも重要なモチーフの
ひとつ。しかし、画家たちが宗教や神話の世界の枠から飛び
出し、今に生きる女性をありのままに自由に描きはじめたの
は、19世紀後半のことでした。
本展では、フランスで活躍した絵画たちによる女性像約60点
を展示。内9割以上がフランスを中心とする西欧の美術館と個
人コレクターから出展です。
☆時間 9:30～17:00

浜松市
美術館

053-454-6801 東名浜松ICまたは東名浜松西IC
から約30分。

※休館日 月曜日
※料金 大人1,200円、大学生・高校生・専門学校800円、中学
生・小学生600円
※70才以上の方、障害者手帳等をお持ちの方及び介護者1
名は当日料金の半額

はままつフラワーパーク
百種接分菊特別展示
(ひゃくしゅつぎわけぎく)

11月上旬 ～

11月
下旬

はままつ
西区舘山寺町
フラワーパーク 195

江戸時代の匠の技を現代に蘇らせた美しい姿。1本の菊から
伸ばした多数の枝に、色・形さまざまな100品種以上の菊を一
つ一つ接木したものです。この機会にぜひご観賞下さい。他
にも、当園オリジナルの菊や、多種多様な世界の菊、日本の
古典菊など、秋の花の代表‘菊’を多彩に展示します。
☆時間 9:00～16:30
※気候の影響で開花時期が前後する場合があります。
※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生無料

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より乗車約8分、「美術館」
下車。

はままつ
フラワー
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。
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イベント名称

はままつフラワーパーク
第65回
浜松菊花大会

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

愛好家が丹精込めて育てた菊を出品し出来映えを競います。
大菊の三本仕立てをはじめ、数輪作り、だるま作り、福助作
り、小菊の懸崖（けんがい）作り、盆栽作りなど様々な菊が部
門別に展示されます。また、華やかな菊の総合花壇も登場！
はままつ
西区舘山寺町 あわせてお楽しみ下さい。
11月2日 ～ 11月23日
フラワーパーク 195
☆時間 9:00～16:30(入園は閉園時間の30分前まで）

問合せ先

はままつ
フラワー
パーク

第45回
天竜産業観光まつり

浜松市内の小学校・中学校・高等学校が競い合います。
11月3日

浜松市
四ツ公園
陸上競技場

浜松市中区
上島6丁目

☆時間 10:00～
※入場無料、当日直接会場へお越しください。

11月3日

東名浜松西ICより、県道65号・48
分。

遠州鉄道西鹿島線「上島駅」下

浜松市文化振 車、徒歩10分
興財団

JR浜松駅北口バスターミナル13
番乗り場より、旭ヶ丘・萩丘都田
053-451-1151 行き、「市営グランド」下車、徒歩2
分。

北遠の秋まつりの先陣を切って開催されるまつりです。
クローバー通り商店街が歩行者天国となり、物産展、ステージ
ショー、各種イベント（体験コーナー、ミニ新幹線、ポンポン展
天竜産業
示等）、信康武者行列を行います。
同時開催として、天竜秋の蔵シック、マルカワの蔵等が開催さ 観光まつり
クローバー通り 天竜区二俣町
実行委員会
れます。
商店街
二俣
☆時間 9:30～15:30

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15

※気候の影響で開花時期が前後する場合があります。
※入園料 大人500円(お買い物券500円付)、小・中学生無料

第14回
浜松市民
文化フェスティバル
第36回
吹奏楽野外演奏会

アクセス方法

天竜浜名湖鉄道「二俣本町駅」下
車徒歩5分。
遠州鉄道「西鹿島駅」より山東行」
バスで「城下通り」下車。

053-925-5151 ※交通渋滞が予想されます、公
共交通機関をご利用ください。

※北遠地域の特産品があたるスタンプラリーも同時開催。

アクトシティ浜松

世界音楽の祭典
IN 浜松

11月3日 ～ 11月6日

雄踏文化ｾﾝﾀｰ
浜松市内
浜北文化ｾﾝﾀｰ
ソラモ・キタラ

アフリカ、ヨーロッパ、中南米からアジアまで、海を越えて世界
浜松市部文化
から集まるミュージシャン 達の感動的なパフォーマンスが、音
振興財団 ＪＲ浜松駅より徒歩3分等。
楽のまちづくりを進めてきた浜松に新しい息吹を 吹き込む－
世界音楽を体感する四日間が、今、始まります。
053-451-1151
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

妖怪がいっぱいの『妖怪プラネタリウム』に足を踏み入れた
ケータたち！満天の星空に妖怪たちが現れて大騒ぎに！？
星空や宇宙のお話はもちろん、妖怪ウォッチならではの笑い
も満載！妖怪たちと一緒に楽しもう！

プラネタリウム
「妖怪ウォッチ プラネタリ
ウムは星と妖怪がいっぱ
い！」

■ファミリーシアター
☆時間 15:00～15:30（土日祝・夏休み・冬休み・春休み）
※3歳未満も入場可
※映像のみ30分間の投影（星空解説なし）
4月1日

～

平成29年
浜松科学館
3月31日

■ファミリーシアター
■一般番組

中区北寺島町 ■一般番組
256-3
☆時間 11:00～11:40（土日祝・夏休み・冬休み・春休み）
※3歳未満不可

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※小さなお子さま（3歳未満）をお連れのお客様のプラネタリウ
ムの観賞は、15時の回の「ファミリーシアター」のみとなりま
す。
【共通事項 ファミリ-シアター/一般番組】
※会場 浜松科学館3F プラネタリウム 「ときめきら」
※定員 先着200名
（当日1階インフォメーションにてチケットを販売）
手を伸ばしても届かない夜空の星。 どのくらい遠くにあるので
しょう？ 実はその距離はさまざまで…。
宇宙の奥行きについて解説します。

プラネタリウム
オリジナル番組
「宇宙のオクユキ」

10月1日 ～ 11月30日 浜松科学館

中区北寺島町
☆時間 14：00～14：40 （休館日を除く全日）
256-3

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※会場 浜松科学館 3F プラネタリウム「ときめきら」
※定員 200名（当日、1階インフォメーションにてプラネタリウ
ムチケットを販売）

プラネタリウム
一般番組
「眠れない夜の月」

10月1日 ～

平成29年
浜松科学館
3月31日

ある満月の夜、少年はなかなか寝付けずにいました。すると
翌日、家に「月の番人」を名乗るリスが訪ねてきます。眠れな
いのは、大きな木に月がひっかかってしまったから。月と一緒
に空も回らないと、このまま時間が止まってしまう…。月を木
から外すために、少年はリスとともに森へと旅に出ます。

中区北寺島町
256-3
☆時間 休館日を除く全日：16:00～16:40

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※会場 浜松科学館 3F プラネタリウム「ときめきら」
※定員 先着200名
（当日、1階インフォメーションにて、プラネタリウムチケットを販売）
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イベント名称
浜松科学館
第38回
「浜松市小中学生発明
くふう優秀作品展
表彰式」

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容
浜松市内の小中学生による発明くふう作品の中の優秀な作
品に対し、表彰式を行います。

11月3日

浜松科学館

中区北寺島町
256-3
☆時間 授与式 10:00～11:00
※会場 浜松科学館 1Fホール
※直接、会場へお越しください。

問合せ先

アクセス方法

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

小中学生による理科研究のなかで、独創的な作品に贈られる
浜松科学館櫻塲賞。授与式と受賞者による発表を行います。
浜松科学館
第26回
櫻塲賞授与式
理科研究発表会

11月3日

浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 授与式
14：00～14：40
256-3
研究発表会 14：50～16：00

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※場所 浜松科学館 1Fホール
※見学はどなたでもできます。

一般の方は、普段なかなか入れない中央卸売市場を開放し
てのイベントです。青果物・水産物の模擬せり、マグロの解体
ショー、仲卸・関連店舗での即売、模擬店、地場産野菜ＰＲ
コーナー、餅投げなど行います。
☆時間 7：00～11：45頃
第32回
浜松市
中央卸売市場まつり

11月3日

浜松市
南区新貝町
中央卸売市場 239－1

■親子木工教室（8：15～10：45）
万能台・便利棚・飾り棚などを製作します。
申込不要。当日直接青果せり場へお越しください。
費用：500円、 定員：125組

JR浜松駅北口バスターミナル8番
浜松市
乗場より、「アクト鶴見」行き乗車、
中央卸売市場
「鶴見」バス停下車、徒歩約3分。

053-427-7402 東名浜松ICより、車で約15分。

■親子お魚チャレンジ教室（①8:45～、②9:30～）
親子で魚のおろし方に挑戦（子供は小学生以上）
定員30組
申込不要
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

浜松市
天文台

JR浜松駅北口バスターミナル7番
乗り場より、遠州浜行き、「福島」
下車、徒歩約2分。

秋の星座や宇宙についてのお話と観望がセットになった小学
生親子向けの天文教室です。
浜松市天文台
親子天文教室
「秋の星空を楽しもう」

11月4日

南区福島町
浜松市天文台 242-1
五島協働センター

☆時間 19:00～21:00
※要申込 小学生親子先着順40名
※参加小学生以外の兄弟も同伴可
※10月15日(土)午後2時からお電話でお申込みください。
※雨天の場合は講座と天文台見学のみ行います。

小さい実をつけるロウヤガキの盆栽を展示します。
苗の販売も行います。
はままつフラワーパーク
老鴉柿展（ロウヤガキ）

11月5日 ～ 11月13日

はままつ
西区舘山寺町
フラワーパーク 195
☆時間 9:00～16：30

053-425-9158 東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

はままつ
フラワー
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生以下無料

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

さまざまな風船を使っていろいろな実験を紹介します。
浜松科学館
サイエンスショー
「びっくり☆風船大実験」

静岡文化芸術大学
碧風祭(へきふうさい）

11月 6日
及 11月12日
11月5日
浜松科学館
び 11月13日

11月5日 ～ 11月6日

静岡文化
芸術大学

中区北寺島町 ☆時間 ①11:00～11:20 ②13:00～13:20
256-3
※会場 浜松科学館 常設展2F サイエンスステージ
※当日、直接会場へお越しください。

中区中央
2-1-1

碧風祭（へきふうさい）は、学生たちにとって様々なイベントの
企画立案や運営を通じて、社会貢献や国際交流の可能性を
追求する場です。今年のテーマは「扉」（とびら）に決定！碧風
祭を地域との交流や新しいことへのチャレンジのきっかけの
一つとする人々が増え、これからこの碧風祭が何かを始める
「扉」になってくれたらとの思いを込めています。
☆時間 10：00～17：00

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

静岡文化
芸術大学
学友会
碧風祭運営
委員会

JR浜松駅北口バスターミナル10
番乗り場にて、「文化芸術大学」
下車。（70番子安・笠井行きを除
く） または 12番乗り場にて循環
まちバス「く・る・る」東ループ「文
化芸大」下車

053-457-6122 浜松駅より徒歩15分

※入場無料
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

浜松市
天文台

JR浜松駅北口バスターミナル7番
乗り場より、遠州浜行き、「福島」
下車、徒歩約2分。

秋の星座や星雲・星団、火星・天王星、月等をご案内します。
浜松市天文台
土曜星空観望会

11月12日
南区福島町
11月5日 ～ 11月19日 浜松市天文台
242-1
11月26日

☆時間 18：30～20：30
※申込不要、参加無料。どなたでもご参加いただけます。
※時間内入退場自由、直接会場へ。
※雨天中止

専用の機材で安全に太陽を観察します。条件が良ければ黒
点やプロミネンスが見られます。昼間に見える天体もご案内し
ます。
浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

11月6日

浜松市天文台

南区福島町
242-1

☆時間 14：00～16：00
※申込不要、無料。どなたでもご参加いただけます。
※時間内出入自由。直接会場へ。
※雨天中止

053-425-9158 東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

浜松市
天文台

053-425-9158 東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

今回は、「樹木のお手入れのポイント」についてお話します。
はままつフラワーパーク
塚本こなみの園芸教室

11月6日

はままつ
西区舘山寺町
フラワーパーク 195

☆時間 10:00～11:30
※参加料 300円
※事前申込不要、直接会場へお越しください。
※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生以下無料

浜名湖ガーデンパーク
第16回
浜名湖うなぎまつり

11月6日

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク
5475-1
体験学習館周辺

うなぎの養殖発祥の地、浜名湖で、うなぎに関するイベントが
盛りだくさん！
・うなぎ弁当販売会（限定1,000食）
・ホカホカ浜名湖うなぎ丼販売会（限定500食）
・うなぎ100匹50ｍの長巻寿し体験（先着80名限定参加）
・必見！希少うなぎのミニ水族館
・うなぎのつかみどり＆釣りどり（小学生限定）
・その他、鰻川柳コンテスト入賞作品発表、地元特産品の物
産展、ステージイベントなど

はままつ
フラワー
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

ＪＲ舞阪駅北口より 無料シャトル
バスを９：００から運行

浜名商工会
浜名湖うなぎ
JR浜松駅北口バスターミナル1番
まつり実行委
乗り場より、「舘山寺温泉・村櫛」
員会
行きにて、「ガーデンパーク」下
053-592-3111

☆時間 9:30～15:30

JR浜松駅北口バスターミナル7番
乗り場より、遠州浜行き、「福島」
下車、徒歩約2分。

車。(約60分)
東名浜松西ICより、約25分。

※「長巻きずし体験」について
整理券配布： 9：40～ (先着80名）
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イベント名称

北遠秋まつり
第２1回
みさくぼ夢街道

開

11月6日

催

期 間

開催場所

水窪
商店街通り

住所

イベント内容

商店街が約2㎞にわたり歩行者天国となり、関所を設けてか
つての宿場町の雰囲気が再現されます。夢街道ショーでは、
伝統芸能など多彩な演舞が披露されるほか、草木染め体験、
街道写真展なども開催。地元自慢の串芋や五平餅などを販
天竜区水窪町 売する露天市も立ち、見頃を迎える紅葉とあわせ北遠の秋が
奥領家
堪能できます。

問合せ先

水窪祭り
実行委員会

アクセス方法

JR豊橋駅より飯田線にて「水窪
駅」又は「向市場駅」下車、徒歩5
分。
東名浜松ICより国道152号線を北

053-987-0432 上、約2時間。新東名浜松浜北IC

より国道152号線を北上、約1時間
半。

☆時間 9:30～15:00
※北遠地域の特産品があたるスタンプラリーも同時開催。

気賀駅→龍潭寺→井伊谷城址→金指駅の約8㎞。
☆スタート受付 8：30～11：00
井伊直虎眠る龍潭寺と
井伊谷の地めぐり

11月6日

細江町
引佐町

細江町
引佐町

※天竜浜名湖鉄道「気賀駅」集合(事前申込不要）
※無料
※小雨決行

天竜浜名湖 ＪＲ浜松北口駅バスターミナル15
番乗り場より気賀行き「気賀駅」下
鉄道
車。

053-925-2276

自然観察ガイドによる季節の植物を紹介しながら森歩き。散
策後はグリーンスムージインストラクター特製のグリーンス
ムージーをお楽しみください。
■ふるさと交流体験-16季節の森歩き＆
グリーンスムージー

11月6日

静岡県立
森林公園
森の家

浜北区根堅
2450-1

10：00～12：00
※費用 1,000円（体験料・保険含む）
※定員 10名
※持ち物 敷物、水分補給、散策のできる服装
※申込み 催事の３日前まで（受付時間 9:00～21:00）

静岡県立森林
公園 森の家
053-583-0090

昔ながらのお茶の小売店「お茶屋」には楽しいお茶がいっぱ
い！季節ごとに違うお茶を思う存分楽しみましょう。お茶の豆
知識を交えながら「お茶屋」でティータイムをいかが？
■ふるさと交流体験-1お茶が大好き「お茶子」と
一緒にティータイム

11月7日

宇布乃園

西区雄踏町
宇布見5247

☆時間 10：30～12：00
※費用 大人・小人500円（体験料・保険含む）
※定員 4名
※申込み 催事の5日前まで
※お申込み後のキャンセルは必ずお電話ください。
※受付時間 9:00～18:00

新東名浜松浜北ICより約20分。

宇布乃園
053-592-1259

ＪＲ浜松駅北口バスターミナル5番
乗り場より入野宇布見山崎行きに
て40分、「宇布見領家」下車、徒
歩5分。
東名浜松西ＩＣより20分。
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イベント名称

はままつフラワーパーク
花のウォーキング

開

11月12日

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

フラワーパークで活動しているボランティアガイドの皆さんが、
園内の季節のスポットをご案内します。ご気軽にご参加下さ
い。
はままつ
西区舘山寺町 事前の申込は不要です。当日正面ゲートにお集まり下さい。
フラワーパーク 195
☆時間 10：00～12：00
※入園料 大人500円(お買いもの券500円付)、小・中学生無料

浜松餃子まつり2016

中区中央
アクト通り及び
11月12日 ～ 11月13日
東ふれあい公園 1丁目

全国でもトップレベルの消費量を誇る浜松の食文化「餃子」を
皆様へ発信していきます。今年も浜松餃子の熱い2日間が始
まります。
浜松市内餃子店及び全国の餃子店が一堂に集結。ステージ
イベントも予定されています。

問合せ先

はままつ
フラワー
パーク

静岡大学
第21回テクノフェスタ
第17回静大祭 in浜松

11月12日 ～ 11月13日 静岡大学

中区城北
3-5-1

☆時間 9:30～16:00

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

JR浜松駅北口より徒歩10分～15
分。

浜松
餃子学会
053-465-5373

JR浜松駅北口バスターミナル10
番乗り場より、75番76番のバス
「県総合庁舎」下車。
東名浜松ICより約30分、市営駐車
場のご利用が便利です。

☆時間 10:00〜16:00

静大祭とテクノフェスタ浜松を毎年11月第2土曜日と日曜日に
同時開催しており、約1万人の来場者で賑わいます。小・中・
高校生と市民の皆さんが、科学技術の面白さ、楽しさを体験し
たり、最新の研究テーマに触れたりします。
同時に開催される静大祭では、サークル活動、模擬店、ライブ
などが盛大に行われます。

アクセス方法

静岡大学
工学部

JR浜松駅北口バスターミナル15
番・16番乗り場にて、「静岡大学」
下車。
※駐車場はご利用できませんの

053-478-1001 で、公共交通機関をご利用くださ
い。

※入場無料

今田花の舞

11月12日

一ノ宮神社

除魔息災・福授・五穀豊穣を願う伝統の湯立て神楽。今田で
は、「一ノ宮神社」と「二ノ宮神社」を一年交代で「花の舞」が奉
納されます。祭りの場に神々を招聘し、御湯を捧げ命の再生
天竜区
復活「生まれ清まり」をはかるものと云われています。楽は太
観光協会 ＪＲ豊橋駅より飯田線にて「城西
天竜区佐久間
鼓のみで笛などのメロディーを奏でる楽器はありません。特徴 佐久間支部 駅」下車、徒歩4分。
町奥領家家田
新東名浜松浜北ＩＣより約70分。
的なところは、舞の途中で「御湯深」といわれる神事が入るこ
とです。煮えたぎる釜の湯を素手で撥ねて、湯釜の上に集う 053-965-1651
神々に湯を献じます。
☆時間 17：00～翌2：00
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イベント名称

浜松市博物館
かやぶき屋根の古民家で
聞く日本昔ばなし

開

11月12日

催

期 間

開催場所

住所

中区蜆塚
浜松市博物館
4-22-1

イベント内容
江戸時代に使われていたかやぶき屋根の民家の中で日本の
昔ばなしを聞きます。話の中に登場する昔の遊具を実際に見
たり触れたりすることもできます。絵本や紙芝居にはない語り
部による「おはなし」の世界を是非お楽しみください。
☆時間 14:00～14:30（予定）

問合せ先

浜松市
博物館

第２８回
引佐多目的研
11月12日 ～ 11月13日
北区引佐町
浜松市いなさ人形劇まつり
修センター、他

☆時間：9：30～16：00
※時間・会場は日にち演目により異なります。詳細は浜松市
いなさ人形劇まつり実行委員会までお問い合わせください。

はままつフルーツパーク
はままつ
2017年
北区都田町
時之栖
11月12日 ～
フルーツパーク
1月15日
4263-1
ウィンターイルミネーション
時之栖

JR浜松駅北口バスターミナル2番
乗り場より、蜆塚・佐鳴台行きに
て、「博物館」下車。
東名浜松西ICより環状線南へ舘

053-456-2208 山寺街道左折、富塚経由約20
分。

※場所 蜆塚公園内江戸時代民家「旧高山家」
※定員 40人（当日先着順）

全国のプロ・アマチュアの人形劇団が集まる人形劇の祭典。
物語や味わい、手法の様々な、多くの人形劇を２日間に渡っ
て存分に堪能できることが、「いなさ人形劇まつり」の魅力で
す。
地元物産展等も行われ、子どもから大人まで楽しめます。

アクセス方法

浜松市いなさ
人形劇まつり
実行委員会
事務局
（北区役所区
振興課内）
053-523-1168

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より、渋川・奥山行きにて
「井伊谷」下車、徒歩5分。
東名浜松西ICより国道257号線を
北上、約30分。東名三ケ日ICより
国道362号を東へ約25分。新東名
浜松いなさICより、国道257号を南
へ約10分。

総球数約300万球のLEDが西エリアを中心に彩ります。
今年のテーマは「フルーツ」 幻想的なイルミネーションをご堪
能下さい。
JR浜松駅北口バスターミナル16
日本最大級の噴水ショーもリニューアルして登場。約10分間
番乗場より、「フルーツパーク」行
の音と水と光のコラボレーションした噴水ショーは見ごたえ充
はままつ
き乗車、「フルーツパーク」バス停
分。
フルーツ
下車
また、約30社の企業、団体によるイルミネーションの作品展示
パーク
「イルミュージアム」を今年も開催します。
遠州鉄道「西鹿島」⇒天浜線「フ
時之栖
☆噴水ショー時間 17：30･18：00･18：30･19：00･19：30･20：
ルーツパーク駅」下車、徒歩8分
00･20：30 ※7公演
053-428-5211
☆時間 17：00～21：00
新東名高速道路 浜松SAスマート
ICからすぐ。(4km)

※点灯時間は季節・天候により変動あり
※入園料＋噴水セット 大人1,000円、小・中学生500円、未就
学児無料
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イベント名称

はままつフルーツパーク
時之栖
冬の花火ショー

開

催

期 間

開催場所

住所

はままつ
北区都田町
11月12日 ～ 11月13日 フルーツパーク
4263-1
時之栖

イベント内容
毎年恒例となりつつある、冬の花火ショーを今年も開催。
冬の澄んだ空に幻想的な花火があがります。
日本最大級の噴水ショーとのコラボです。

問合せ先

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

アクセス方法
JR浜松駅北口バスターミナル16
番乗場より、「フルーツパーク」行
き乗車、「フルーツパーク」バス停
下車
遠州鉄道「西鹿島」⇒天浜線「フ

☆時間 18：00～
ルーツパーク駅」下車、徒歩8分
※入園料＋噴水セット 大人1,000円、小・中学生500円、未就
053-428-5211
学児無料
新東名高速道路 浜松SAスマート
ICからすぐ。(4km)

秋のしいたけ祭り

11月12日 ～ 11月13日

道の駅
天竜区横川
いっぷく処横川 3085

椎茸クイズ大会（賞品あり）、生椎茸網焼きサービス（なくなり
次第終了）のほか、しいたけコロッケ、しいたけ汁、椎茸を使っ
た「パン」などの特産品を販売します。
※スペシャルライブ11：30～15：30（１３日のみ）
ダンス「龍水組」美林天竜の恵みを音楽とダンスで織りなしま
す。

道の駅
いっぷく処
横川

新東名浜松浜北ICより約20分

053-924-0129

☆時間：10：00～15：30
●完熟早生みかんを食べ放題（みかんの購入、地方発送も可
能）
●JAみっかび柑橘選果場見学（集荷状況により稼働しない時
間帯があります。ご了承ください。）
●三ヶ日みかんの歴史とみかんについて学ぶ。三ヶ日みかん
の原種「紀州みかん」の試食
●みかんの里資料館または三ヶ日交通公園で昼食
■ふるさと交流体験-17みかん狩り＆JAみっかび
柑橘選果場見学ツアー

11月12日

(予定）

奥浜名湖
田園空間
博物館

北区細江町
気賀4585

収穫適期の催行とするため、開催日を変更することがありま
す。事前に開催日時と内容をご確認のうえお申込みください。
☆時間 10：00～16：00

奥浜名湖
田園空間
博物館
053-527-1120

浜松西IC・三ヶ日ICより約20分
天竜浜名湖鉄道「気賀駅」より徒
歩5分。

※集合 奥浜名湖田園空間博物館（貸切バスに乗車）
※費用 2,500円（当日集金）
※定員 28名（先着順）
※持ち物 昼食は各自持参してください
※申込み 10月9日から（8：30～17：00）
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イベント名称

開

■ふるさと交流体験-18加藤農園が無農薬有機栽
11月12日
培に込める想いと野菜を知
る食育体験

催

期 間

開催場所

加藤農園

住所

北区都田町
8611

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

私たち加藤農園は「美しく、健康な野菜を作り、幸せな生活を
確立することに貢献する」という理念の元にこだわった野菜作
りをしています。無農薬有機栽培は一つの手段ですが、なぜ
私たちが農法にこだわるのか。そして収穫される野菜とそれを
育む土とのふれあいを通じて体感する食育体験プログラムで プロダクトリング
す。
グリーン
ツーリズム担当 浜松西ICより車で約20分

☆時間 10：00～12：00

053-523-9470

※費用 1,500円/1家族
※定員 8家族（先着順）1家族4人まで
※持ち物 汚れてもいい服装、長袖、長ズボン、軍手、長靴
※申込み 10月1日より、9:00～18：00 （月～金）

ロボットとプログラムで行うサッカー競技。プログラム通りに
ボールを見つけてシュートできるかな？
浜松科学館
第16回 ロボカップジュニ
ア～サッカーチャレンジ～
浜松ビギナー大会

11月13日

浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 9：30～12：30
256-3
※会場 浜松科学館 1Fホール
※見学はどなたでも。

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

夜空を眺めるのに適したこの季節。そこにはどんな星が輝い
ているのでしょうか。素敵な生演奏とともに、ゆっくり星空散歩
に出かけませんか？
浜松科学館
プラネタリウム&コンサート
～秋の星空散歩～

☆時間 18:00開場 18:30開演 20:00終演予定

11月13日

浜松科学館

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
中区北寺島町
※会場
浜松科学館
3Fプラネタリウム
「ときめきら」
256-3
053-454-0178 ※駐車場はございません。
※定員 先着200名
※大人向け（小中学生要保護者同伴） 未就学児は不可
前売券：600円／当日券：800円
※前売券は科学館事務室、チケットぴあ（Ｐコード297-682）で
販売。（9/18から販売開始）
※完売の場合は当日券の販売はありません。
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イベント名称

北遠秋まつり
2016フェスタさくま

開

11月13日

催

期 間

開催場所

佐久間
協働センター

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

佐久間町、秋最大のイベント！熱い情熱、輝く佐久間！大自
然の豊富な山の幸、川の幸から作った特産物の販売、味のお
好み横丁では、手打ちそばや手作り五平餅、鮎や山女の塩焼
き、鮎飯、山菜ごはん、へぼ飯といった田舎ならではの味を楽
しめます。近隣のよさこいチーム演舞、竜神の舞、さくま飛龍
フェスタさくま JR豊橋駅より飯田線にて「佐久間
天竜区
太鼓、町内演じのダンス等、ステージショー、木工教室、餅投
実行委員会 駅」下車、徒歩5分。
佐久間町
げ大会等、一日中楽しむことができる佐久間最大のイベントと
佐久間429-1 なっています。
053-965-0325 新東名浜松浜北ICより約60分。
☆時間 9：00～15：00
※イベント内容は変更されることもあります。
※北遠地域の特産品があたるスタンプラリーも同時開催。

北遠秋まつり
2016ほっとぴあ
たつやま産業祭

11月13日

龍山総合
運動場

龍山地域で採れた農林産物や特産品の展示即売を行ってお
JR浜松駅より、遠州鉄道「新浜松
り、山の幸を堪能できます。また、特設ステージでは地元の郷
ほっとぴあ
駅」乗車、終点「西鹿島駅」下車
土芸能が披露され、来場者を楽しませてくれます。
たつやま産業祭 後、バスにて50分。
天竜区龍山町

実行委員会

☆時間 9：30～14：00
※北遠地域の特産品があたるスタンプラリーも同時開催。
専用の機材で安全に太陽を観察します。条件が良ければ黒
点やプロミネンスが見られます。昼間に見える天体もご案内し
ます。

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

11月13日

遠州灘海浜公園
南区江之島町
（石人の星公園）
☆時間 14：00～16：00
1706
正面広場

※申込不要、無料。どなたでもご参加いただけます。
※時間内出入自由。直接会場へ。
※雨天中止
ご家庭でいちごを栽培してみませんか？
苗の植え付け方、栽培方法などをプロの技をレクチャーしま
す。作業後は当園自慢のいちごジャムでティータイムを楽しみ
ます。
■ふるさと交流体験-20美味しいものをつくりたい
（いちごの鉢植え体験）

11月13日

かしま
ハーベスト

西区呉松町
3624

☆時間 13：30～15：00
※費用 1,000円/組（鉢、用土、章姫いちご苗3本）
※定員 10組
※申込み 10月1日より
※汚れても良い服装でお越しください。

新東名浜松浜北ICより約50分。

053-966-2111 ※運動場内に産業祭用の駐車場
があります。

浜松市
天文台
053-425-9158

かしま
ハーベスト
（宮本俊博）

JR浜松駅北口バスターミナル6番
乗り場より、三島江之島線で「県
営海浜公園」下車、徒歩1分。
または中田島高丘線で「中田島
町」下車、徒歩5分。
東名浜松ICより南へ11km、約20
分。

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「鳥居先」下車、徒歩5
分。

053-487-0875 東名浜松西ICより、約10分。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

万葉の森
公園

JR浜松駅より遠州鉄道「新浜松
駅」乗車にて「浜北駅」下車後、タ
クシー10分。

万葉集に詠われている植物、色を使って草木染めを体験して
みませんか？植物の自然の色を使い、重ね染めをしたり、絞
り柄を入れたりして、自分だけのオリジナルの作品ができ上が
ります。
■ふるさと交流体験-3草木染め体験（万葉集に
詠まれる植物で染色）

11月13日

万葉の森
公園

浜北区平口
5051-1

☆受付時間 10：00～１4：00（所要時間40～60分）
※11月13日の植物 「ヤマモモ」
※会場 万葉の森公園内 伎部の工房
※申込不要、直接会場にお越しください。
※費用 600～2,100円（素材により費用が異なります。）

053-586-8700 新東名浜松浜北ＩＣより約10分。

ひょうたんができるまでの座学と２つの技法を使ったひょうた
んアート体験の講座です。
完成度を高める方は両日の参加をお勧めします。
■ふるさと交流体験-19びっくり不思議模様のひょ
うたんアート体験講座

山住神社秋季例大祭

静岡県立
及
11月13日
11月27日 森林公園
び
森の家

11月17日

山住神社

※費用 1日のみ 大人1,500円・小人1,000円
2日間 大人2,300円・小人1,600円
※申込み 10月1日から催事の３日前まで（9:00～21:00）
※定員 各日25名
※作業しやすい服装でお越しください。

毎年4月17日、11月17日の春秋2回の例大祭です。屋台が立
ち並び、県内外から多くの参詣者でにぎわいます。徳川家康
が武田軍に追われて山に逃げ込んだ祭、山全体が鳴動し助
けたことが信仰の始まりとされます。祈祷に全国から訪れま
天竜区水窪町
す。
山住230
☆時間 10：00～12：00

はままつフラワーパーク
ちりめんフラワー展

静岡県立森林
公園 森の家

☆時間 9：00～14：00
浜北区根堅
2450-1

新東名浜松浜北ICより約20分。

053-583-0090

山住神社
新東名浜松浜北ICより約90分

053-987-1179

13:00 餅投げ

ちりめん布で作った手のひらサイズの草花や人形を展示しま
はままつ
す。
フラワー
はままつ
西区舘山寺町 15分程度で簡単にできる体験コーナーもあります。
11月19日 ～ 11月27日
パーク
フラワーパーク 195
☆時間 9：00～16：30
053-487-0511
※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生無料

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48
号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

秋野不矩美術館
第四回所蔵品展
浜松市
秋野芸術の軌跡Ⅳ
11月19日 ～ 12月18日 秋野不矩
～インドにてー人々の暮ら
美術館
し～

住所

天竜区二俣町
二俣130

イベント内容

☆時間 9：30～17：00
※料金 大人300円/高校生150円/中学生以下無料

問合せ先

アクセス方法

浜松市
秋野不矩
美術館

遠州鉄道終点「西鹿島駅」下車。
遠鉄バス「二俣・山東行き」で「秋
野不矩美術館入口」下車、徒歩約
10分。

053-922-0315 東名浜松ICより約40分。

新東名浜松浜北ICより約10分。

浜松科学館
ミニ実験

11月19日

11月20日
及
11月26日 浜松科学館
び
11月27日

ミニ実験では、家庭などにある身近なものを使い、5分程度で
できる簡単な実験を紹介します。実験を通して、科学の原理を
分かりやすく説明します。
中区北寺島町
256-3
☆時間 ①11:30～11:50 ②14:30～14:50

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※会場 浜松科学館 常設展2F エレクトロニクスのコーナー
※当日直接会場へお越しください。
植物や動いている微生物を顕微鏡で見てみよう！何が見られ
るかは、その日のお楽しみ！！
浜松科学館
ミクロ観察カウンター

11月19日

11月20日
及
11月26日 浜松科学館
び
11月27日

中区北寺島町
☆時間 13:30～13:50
256-3

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※会場 浜松科学館 常設展1F ミクロ観察カウンター
※当日直接会場へお越しください。

北遠秋まつり
第41回
はるの産業まつり

11月19日 ～ 11月20日

春野協働
センター

自然の恵みの宝庫、春野がおくる恒例の大物産展がメインの
産業まつりです。地元で生産・加工している特産物などが一
堂に並び、展示販売を行います。フィールドではおさかなタッ
はるの
チプール、バギー体験、消防広場、木工教室、ステージイベン 産業まつり
トでは、太鼓演奏、浜松市消防音楽隊パレード、大抽選会、と 実行委員会
天竜区春野町 ろろ無料試食、餅・菓子投げなどが繰り広げられます。
053-989-0182
宮川1467-2
☆時間 19日 10：00～15：00
※当日は
20日 9：00～15：00
053-983-0001

JR浜松駅より遠州鉄道「新浜松
駅」乗車にて「西鹿島駅」下車後、
遠鉄バス秋葉線にて約60分「春
野協働センター」下車。
新東名浜松浜北ICより国道362号
線北上 約40分。

※北遠地域の特産物があたるスタンプラリーも同時開催。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

羊腸に肉を詰めてソーセージを手作りします。燻煙後、出来上
がったソーセージでホットドックに調理して食べましょう。いの
ちの循環を体感できる食育プログラムです。
☆時間 10：00～13：00
■ふるさと交流体験-22手作りソーセージでホット
ドックを作ろう！

11月19日

とんきい

北区細江町
中川1190-1

(有）三和畜産 JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「奥山・渋川」行きに
※料金 1,500円（ホットドック用のソーセージ以外はお持ち帰 豚屋とんきい
て約45分、「祝田」下車。
り）
※定員 20人（最少催行人数8名）
053-522-2969 東名西ICより約15分。
※お申込み 開催日の5日前まで（10：00～15：00）
※持ち物 エプロン、三角巾（帽子可）、お持ち帰り用容器、タ
オル
※材料準備の都合上、お申し込み後のキャンセルはご遠慮く
ださい。

醤油屋に代々伝わる味噌を商品化して10年余り。今回は各種
の大豆を使って様々な種類の味噌を作ります。しっかり学んで
手前味噌を目指しましょう。 作った味噌1.5ｋｇは各家庭に持
ち帰り１年間保存してから召し上がれます。
■ふるさと交流体験-212017年
及
明治屋醤油
黒、白、青？大豆の違いで 11月19日
1月21日
び
株式会社
楽しむ！味噌づくりの極意
2月18日

浜北区小松
2276

☆10：30～12：00
※費用 \2,160（味噌づくり体験料、材料、容器付）
※定員 各日6名（先着順）
※申込み 各催事の10日前まで、9:00～17:０0（日・祝日定休）
※持ち物 エプロン
※11/19（黒豆）、1/21（大豆）、2/18（青豆）

10帖のざぶとん凧揚げが行われます。また、凧揚げ体験コー
ナーでは、どなたでも凧糸の感触を味わうことができます。
全国凧揚げ浜松大会

11月19日 ～ 11月20日

浜松まつり
凧揚げ会場

南区白羽町
(中田島）

☆時間
19日（土）10:00～15:00
20日（日）10:00～14:30

自由凧揚げ
凧揚げ大会

※先着100名に手作りミニ凧無料プレゼント（小学生以下）
※少雨決行

明治屋醤油 電車：遠州小松駅（遠州鉄道）より
徒歩10分
株式会社
浜松浜北IC（新東名自動車道）ま

053-586-2053 たは浜松IC（東名自動車道）から
約20分

ＪＲ浜松駅北口バスターミナル6番

浜松凧の会 乗り場より、中田島砂丘行き「中
田島団地」下車、徒歩5分。
事務局
自家用車の方は、まつり会館北

053-461-5671 側及び南側駐車場をご利用下さ
い。
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イベント名称

浜松科学館
リモコンマシン・アイデア
バトル ビギナー大会

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容
講座参加者によるビギナー大会。製作したキャタピラ走行マ
シンで、ジグザグ走行や坂道走行、風船割りなどをして、タイ
ムを競います。

11月20日

浜松科学館

中区北寺島町
256-3
☆時間 9:40～12:30

問合せ先

アクセス方法

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

※会場 浜松科学館 1Fホール
※自由に見学して頂けます。当日直接会場へお越しください。

紙皿のフリスビーを作って飛ばしてみよう！
浜松科学館
つくり隊！あそび隊！！
「紙皿フリスビー」

11月23日

浜松科学館

中区北寺島町
256-3

☆時間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
※定員 各50名（団体での参加はご遠慮願います。）
※会場 浜松科学館 1Fホール
※当日、会場へお越しください。

静岡県棚田十選にも選ばれた天竜区大栗安の棚田をのんび
り散策してみませんか？美味しい竹筒ごはんを作って昼ごは
んにします。しめ縄づくりの体験もあります。
■ふるさと交流体験-23秋の棚田を歩こう

11月23日

大栗安の棚田

天竜区熊
1976-1

☆時間 9：30～15：00
※費用 大人・中学生2,000円、小学生1,000円、小学生以下
無料（保護者同伴での参加です。大人料金をいただきます。）
※申込み 10月5日から 先着順（9：00～16：30）木曜定休

紅葉に染まる庭園夜間特別ライトアップ！紅葉の名所である
龍潭寺。国指定名勝の庭園や参道など、境内がライトアップ
に照らされる。モミジやドウダンなど、鮮やかな紅葉が夜の庭
園に浮かび上がります。
龍潭寺
秋の紅葉夜間特別公開

11月25日 ～ 11月27日 龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

☆時間 17:30～20:30
※拝観料 大人500円・小中学生200円
※日中の拝観は通常通り行います。（9：00～16：30）

浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454-0178 ※駐車場はございません。

JR浜松駅より遠州鉄道「新浜松

道の駅くんま 駅」乗車にて「西鹿島駅」下車後、
水車の里 遠鉄バス「くんま水車の里行き」に
て「くんま水車の里」下車。

053-929-0636

龍潭寺
053-542-0480

新東名浜松浜北ＩＣより約50分

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗場「奥山」行きバス50分、「神
宮寺」下車、徒歩10分。
257号線経由15分

18

イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容
愛好家が丹精込めて育てた盆栽を展示します。古くから培わ
れてきた日本の美をじっくりとご覧下さい。

はままつフラワーパーク
和風盆栽展

11月25日 ～ 11月27日

はままつ
西区舘山寺町 ☆時間 10:00～16:00
フラワーパーク 195

問合せ先

はままつ
フラワー
パーク

アクセス方法
JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。

※入園料 大人500円(お買いもの券500円付)、小・中学生以下無料 053-487-0511 東名浜松西ICより、県道65号・48
号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

はままつフラワーパーク
フラワー
イルミネーション2016

11月26日 ～ 2017年
1月9日

はままつ
西区舘山寺町
フラワーパーク 195

12/29～31
は除く

美しく輝く約100万球のイルミネーション！高さ8ｍのモミの木
のツリー、華やかなポインセチアのツリー、大温室の美しいデ
コレーション、かわいい光の動物たちなどが夢いっぱいの世
界を演出します。噴水ショーもライトアップ！
☆時間 17:00～21:00
※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生以下無料

フラワーパークの園芸スタッフがボランティアガイドの皆さんと
ともに、園内をご案内します。お気軽にご参加下さい。（小雨
決行）
はままつフラワーパーク
季節の花散歩

11月26日

はままつ
西区舘山寺町 ☆時間 10:00～12:00
フラワーパーク 195
※入園料 大人500円(お買いもの券500円付)、小・中学生無料
※当日フラワーパーク正面ゲートにご集合下さい。
※事前申込不要

紅葉染まる奥山花街道をのんびり約3㎞のウォーキング。方
広寺黒門前に集合し、奥山高原まで花街道を歩きます。道中
は遠州自然観察員の案内で、見逃しがちな山野草についても
学びながらのんびりゆったり歩きます。
引佐奥山
花街道紅葉ウォーク

11月26日

奥山公園

北区引佐町
奥山1577-1

はままつ
フラワー
パーク

☆集合受付 9:00～9:20
※集合 奥山方広寺黒門前
※無料
※小雨決行

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

はままつ
フラワー
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場より、「舘山寺温泉」行きに
て約40分、「フラワーパーク」下車
すぐ。
東名浜松西ICより、県道65号・48

053-487-0511 号線を舘山寺温泉方面へ約15
分。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より奥山行きにて、「奥
山」下車後、徒歩約5分。

053-522-4720 新東名浜松いなさICより約10分。
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イベント名称

■ふるさと交流体験-24静岡特産のお茶♪製茶問
屋で体験する茶師の仕
事！

開

11月26日

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

「おさだ苑本店」を運営する製茶問屋です。
お茶の栽培から収穫までのストーリーをイメージしながら味を
見る。その体験ができるイベントです。特別な一杯を楽しめま
す。
プロダクトリング 天竜浜名湖鉄道「森町病院前」駅
急須で楽しむお茶の煎れ方講座もします。
グリーン
より車で徒歩6分
周智郡森町森
お土産に、オリジナルブレンドで作る私だけの「マイ茶葉」を作 ツーリズム担当
おさだ苑本店 1522-1
遠州森町スマートICより車で約10
ります
053-523-9470 分

※時間 10：00～12：00
※費用 1,500円／1家族
※定員 5家族（先着順）1家族4人まで
※申込み 10月1日から （9：00～18：00）月～金
紅葉の浜松城公園で楽しもう！

浜松城公園
紅葉（もみじ）まつり

11月27日

浜松城公園

中区元城町
100-2

ミニSL運行
秋のクラフト体験：秋の実りを作品にしよう！
凧作り体験：凧を作り、凧揚げを体験。
浜松市制作 直虎鎧着替え体験
お茶席(松韻亭) 出張呈茶ｻｰﾋﾞｽ
☆時間 10：00～15：00
※会場 中央芝生広場、天守閣下広場など
※時計台広場周辺に飲食・屋台が出ます。
※荒雨の場合は延期します。

浜松城
公園駐車場 JR浜松駅北口バスターミナル13

番乗り場全線乗車可能、「浜松城
053-457-0008 公園入口」下車、徒歩2分。また
は、1番乗り場全線乗車可能、「市
役所南」下車、徒歩5分。

遠鉄アシスト 東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
053-450-1516

分。

湖西市の自然豊かな地域で、うずら卵を生産している農場で
す。毎日卵を産むうずらは、どこからそんなに栄養をとってい
るのでしょう？小さなカプセルに命がつまった卵の不思議を楽
しく学ぶ食育講座です。
■ふるさと交流体験-25☆時間 10：30～12：00
小さなカプセルに包まれた
及 2017年
湖西市白須賀
11月27日
浜名湖ファーム
卵の不思議を解き明かそ
び 1月22日
5991
※費用 1,500円/１家族 うずらの卵のお菓子土産付
う！ 食育講座
※定員 5家族（先着順） 1家族4人まで
※申込み 10月１日から 9：00～18：00 （月～金）
※持ち物 汚れてもいい服装、長袖、長ズボン、筆記用具

プロダクトリング
グリーン
浜松西ICより車で約30分
ツーリズム担当
鷲津駅より車で約15分
053-523-9470
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容
澄みきった空ははるかなる三岳連山が借景と浮かび、まわり
の紅葉とともに充実した庭の趣きが、心を和ませてくれます。

実相寺庭園 秋の見頃

10月
中旬

～

11月
下旬

実相寺

北区引佐町
金指1371

☆時間 9：00～16：00

問合せ先

アクセス方法

実相寺

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より、渋川・奥山行きにて
約40分、「金指」下車、徒歩15分。

053-542-0601 東名浜松西ICより国道257号経由
で約25分。

※料金 無料

季節の野菜・果物・農林水産物など新鮮な品を販売します。
旬の味・
採れたてバザール

ソラモ
及
11月2日
11月24日 浜松市
び

マルシェ・ド・ソラモ

11月5日
11月6日
11月10日
11月11日 ソラモ
及
中区砂山町
11月4日
11月17日 浜松市
び
320-2
11月18日 ギャラリーモール
11月21日
11月25日
11月26日

第4回
アース・エコ・フェア
中田島浜松まつり会館前
風紋広場2016

ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

中田島
11月12日

浜松まつり
会館前
風紋広場

南区中田島町
1674

☆時間 10：00～15：00
※台風等でやむ得ない理由により、中止や開催日時が変更と
なる場合があります。

☆時間 9:00～15:00

家庭の不用品、出店者自身のアート・クラフト作品、物産など
の展示と販売、実演、体験。動物愛護啓発活動なども行いま
す。
☆時間 10：00～13：30

家庭の不用品、出店者自身のアート・クラフト作品、物産など
の展示と販売、実演、体験。動物愛護啓発活動なども行いま
す。
11月13日

及
11月26日 浜松城公園
び

中区元城町
100-2

JR浜松駅北口より徒歩約3分。

090-14724607

「マルシェ・
三遠南信地域の産業活性化に取り組む浜松市の団体「マル
ド・ソラモ」
シェ・ド・ソラモ」の会員が各自が手掛ける物産品（ミカンジュー
出品者の会
JR浜松駅北口より徒歩約3分。
ス・栃餅・竹製の横笛等）を販売いたします。

※雨天中止

第8回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2016
（地球環境フェア）

地域農林水産
物をPRする会

☆時間 11月13日 10：00～14：00
11月26日 10：00～15：00
※会場 浜松城公園中央芝生広場
※雨天中止
※11月27日(日) 10:00～15:00 浜松城公園紅葉まつり

090-56173518

浜松文化
フォーラム
（代表・村木） JR浜松駅北口バスターミナル6番
090-92281823

乗り場より、中田島線乗車、「中田
島砂丘」下車。徒歩1分。

JR浜松駅北口バスターミナル13

浜松文化 番乗り場全線乗車可能、「浜松城
フォーラム 公園入口」下車、徒歩2分。また
（代表・村木） は、1番乗り場全線乗車可能、「市
役所南」下車、徒歩5分。

090-92281823

東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

住所

イベント内容
☆時間 10：00～14：00

マックスバリュ
三方原店
フリーマーケット

第63回
浜松アートフェスティバル
2016

11月20日

マックスバリュ
北区東三方町 ※雨天中止
浜松三方原店
130-5
※出展ご希望の方は開催の3日前までに電話、Eメールでお
申し込みください。（車の傍で販売可）
※出店料／1ブース：1,000円

ソラモ
11月27日 ～ 11月29日 浜松市
ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

問合せ先

アクセス方法

浜松文化
フォーラム
JR浜松駅北口バスターミナル13
（代表・村木）
090-92281823

番乗り場より、56番萩丘都田線乗
車、「東三方」下車。徒歩3分。

関東、中部、近畿など広域から約50人のアーティスト、クラフト
作家が出展し、アート作品、クラフト作品の展示と販売、実演、
体験会を行うアートフェスティバルです。陶芸、木工、ガラス工 VENT VISION
芸、染織、革工芸、アクセサリー、洋服、帽子、創作バッグ、鉄 （代表・村木）
JR浜松駅北口より徒歩約3分。
アート、銅細工、かずら工芸など、多彩なオリジナル作品が並
090-9228ぶ会場は必見です。作家本人が作品の説明に当たります。
1823
☆時間 27日(日)11:00～17:00
28日(月)10:00～17:00
29日(火)10:00～16:00

※情報は、変更になる場合があります。詳細は各イベント問い合わせ先までお願いいたします。

浜松市観光インフォメーションセンター

2016年10月20日発行
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