〈 2016年12月 〉
イベント名称

開

催 期 間

開催場所

浜松市イベント情報
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

～

2017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）

プラネタリウム
一般番組
「眠れない夜の月」

10月1日 ～

2017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。
浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。

中区北寺島町
256-3
☆時間 休館日を除く全日：16:00～16:40
☆会場 浜松科学館 3F プラネタリウム「ときめきら」

053-454-0178 ※駐車場はございません。

※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）

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。
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

☆時間 9:00～16:30

龍潭寺
053-542-0480

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

1

イベント名称

遠州灘
天然とらふぐまつり

開

催 期 間

開催場所

浜名湖
2017年
10月7日 ～
かんざんじ
2月28日
温泉

住所

イベント内容

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
西区舘山寺町 多くが遠州灘で獲れたものなのです。海流の変化で漁獲量
1832-1
が増え、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。

問合せ先

かんざんじ
温泉
観光協会

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50分、「舘山寺温泉」
下車。
浜松西IC 県道65・48号線を

053-487-0152 舘山寺温泉方面へ約8km、15
分。

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-62017年
あなたのお好みのお茶を探し 10月15日 ～
栗崎園
2月15日
ませんか？

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

住所

中区蜆塚
10月29日 ～ 12月4日 浜松市博物館
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

053-456-2208 舘山寺街道左折、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
～クールベ、ルノアールから
マティスまで～

10月29日 ～ 12月25日 浜松市美術館

中区松城町
100-1

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

秋野不矩美術館
第四回所蔵品展
秋野芸術の軌跡Ⅳ
～インドにてー人々の暮らし
～

浜松市
11月19日 ～ 12月18日 秋野不矩
美術館

天竜区二俣町
二俣130

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

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。

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。
東名浜松ICより約40分。

053-922-0315 新東名浜松浜北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

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。
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
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
分。
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「イルミュージアム」を今年も開催します。
☆時間 17：00～21：00
はままつフルーツパーク
時之栖
フルーツイルミネーション

11月12日 ～

はままつ
2017年
北区都田町
フルーツパーク
1月15日
4263-1
時之栖

■噴水ショー時間 ※7公演
17：30･18：00･18：30･19：00･19：30･20：00･20：30
■冬の花火ショー 12月24日・25日（雨天中止の場合あり）
18：00前後(予定)

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖
053-428-5211

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
「フルーツパーク駅」下車、徒
歩8分
新東名高速道路 浜松SAス
マートICからすぐ。(4km)

※点灯および花火の時間は季節・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
■ナイトイチゴ狩り 12月23日～25日 (1日限定30名、要予約）
※入園料＋いちご狩りセット 大人2,500円、3歳以上1,800
円、3歳未満無料
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
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
12/29～31
は除く

◆ナイトコンサート
はままつ
西区舘山寺町 開催日：12月3日(土)～25日(日)の土日祝
時 間：18：00～18：30 / 19：00～19：30
フラワーパーク 195
会 場：大温室クリスタルパレス
◆サンタクロースがやってくる！
開催日：12月17日、18日、23日、24日、25日
時 間：18：00～20：00

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

053-487-0511 号・48号線を舘山寺温泉方面
へ約15分。

※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生以下無料
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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

出港して5分程で遊覧船に、あっという間にカモメが目の前を
飛び回ります。カモメが目の前で止まって見える姿は感動！
冬の浜名湖ならではの感動体験クルージングを楽しんでくだ
さい。

浜名湖遊覧船
2017年
西区舘山寺町
12月上旬 ～
浜名湖遊覧船
カモメふれあい体験クルーズ
2月下旬
2226-1

※料金 大人1,320円、小人・幼児 660円（60分コース）
大人1,000円、小人・幼児 500円（30分コース）
12/11（日）は 双子座流星群観望クルーズ
1/1（元旦）は 初日の出クルーズ

浜名湖
遊覧船

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、「動物園」下
車。(約45分)
東名浜松西ICより、舘山寺温

053-487-0228 泉方面へ15分。

※駐車場 【舘山寺港】なし
【フラワーパーク港】 あり（1
台200円）

※冷暖房、トイレ完備
※期間中毎日運行します。
雨天、荒天等欠航する場合がございます。
※定期便(30分・60分コース）の時刻表をご確認ください。
「星雲」とは、宇宙空間に漂うガスやチリの集まりのこと。「星
団」とは恒星の集団のこと。見た目にも美しいその天体には、
宇宙の不思議が詰まっています。迫力の映像と共に、星雲・
星団についてお話しします。
プラネタリウム
オリジナル番組
「星雲・星団～美しく不思議な
天体～」

12月1日 ～

2017年
浜松科学館
2月28日

中区北寺島町 ☆時間 14：00～14：40
256-3
☆会場 浜松科学館 3Fプラネタリウム 「ときめきら」

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。

※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）
10分前に券売を終了します。
※3歳未満不可
秋から冬の星座や星雲・星団、惑星等をご案内します。
12月17日
浜松市天文台
土曜星空観望会

及
南区福島町
12月3日
🎄
浜松市天文台
び
242-1
12月24日

☆時間 18：30～20：30

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。

※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
東名浜松ICより、国道一号線
※時間内入退場自由です。直接会場へお越しください。
053-425-9158 を南進、「福塚」交差点を左
※雨天中止
折。

🎄12月24日は「クリスマス延長観望会」 18:30～23:00
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イベント名称

ＪＡとぴあ浜松
「ふれあい農協祭」

開

12月3日

催 期 間

開催場所

住所

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク 5475-1

イベント内容
地元農産物の販売や展示会などを実施します。
☆時間 9：00～15：00

問合せ先

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
ＪＡとぴあ浜松 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)

053-486-4311

東名浜松西ICより、約25分。

龍山町の放置竹林をみんなで楽しく汗をかきながらキレイに
する1泊2日！！「タケのネ」は、美しい森を守るため竹林整
備を行います。龍山に来たことない方、竹林整備初心者も大
歓迎！
1日目 9：30龍山総合センター集合
2日目 15：00ごろ解散

■ふるさと交流体験-5-

タケっ子合宿in龍山

龍山総合
12月3日 ～ 12月4日
協働センター

タケのネ
JR浜松駅より車で90分
天竜区龍山町
新東名「浜松浜北IC」より車で
大嶺570-1
※料金 実費4,000円（3回の食材費、保険料、タケのネ会
info.takenone 30分
費、龍山秘密村宿泊料）
@gmail.com
※定員 ７名
※申込み 開催日の4日前まで
※持ち物 手袋、汚れても良い服装（長袖、長ズボン）＆靴、
雨具（ポンチョ不可）、タオル、着替え、1日目の昼食＆水筒、
1泊2日に必要なもの

科学を身近に感じてもらう実験ショー☆ビリビリする静電気を
使った楽しい実験を紹介します。
浜松科学館
サイエンスショー
「ビリビリ！パチパチ！
静電気」

12月 4日
12月3日 ～ 12月10日 浜松科学館
12月11日

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

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。

※当日直接会場へお越しください。

混ざった色を調べてみよう！ どんな色でできているのか
な？
浜松科学館
試してみよう！
12月4日
「ペーパークロマトグラフィー」

浜松科学館

☆時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
中区北寺島町 ☆会場 浜松科学館 常設展2階 イベント広場
256-3
※定員 なし
※対象 どなたでも
※参加料 常設展入場料（小中学生は無料）が必要
※当日、直接会場へお越しください。

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。
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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
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

12月4日

南区福島町
浜松市天文台
242-1

☆時間 14：00～16：00

問合せ先

浜松市
天文台

アクセス方法

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。
東名浜松ICより、国道一号線

※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
※時間内入退場自由です。直接会場へお越しください。
※雨天中止

053-425-9158 を南進、「福塚」交差点を左
折。

木削り作家さんによる、カトラリーづくり。手のひらサイズの豆
皿、自分だけの手になじむちびフォーク・へらスプーン（いず
れか１点）をナイフ1本でゆっくりと木を削り、自分の手になじ
む逸品をつくりましょう。
■ふるさと交流体験-13-

フクムクさんと森で木を削
ろう！カトラリーづくり

12月4日

静岡県立
森林公園
森の家

浜北区根堅
2450-1

☆時間 10：00～12：00

静岡県立森林
公園 森の家 新東名浜松浜北ICより約20
分。

※料金 豆皿2,000円/ちびフォーク又はへらスプーン1,500円 053-583-0090
（体験料・保険含む）
※定員 各10名（小学生は保護者同伴）
※申込み 開催日の3日前まで
※持ち物 汚れてもよい服装

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？
■12月5日は 「ほうじ茶わくわく体験」
■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

2017年
及 １月9日
12月5日
び 2月6日
3月6日

宇布乃園

西区雄踏町
宇布見5247

☆時間 10：30～12：00
※料金 大人・小人500円
※定員 4名 お子様連れOK
※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

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

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

創業150年の技術を注ぎ、原料米は全て静岡産にこだわる酒
造りをしている蔵元です。酒蔵の見学とお酒のうんちくを楽し
く学んでみませんか？
☆時間 11：00～13：00
■ふるさと交流体験-26-

静岡の地酒
「酒蔵体験会」

実相寺
成道会-暁天坐禅-

12月7日

12月8日

花の舞酒造
株式会社

実相寺

浜北区宮口
632

北区引佐町
金指1371

花の舞酒造株
式会社
天竜浜名湖鉄道「宮口駅」下

※公共交通機関をご利用ください。
車徒歩５分
※車を運転される方は、必ず申し出てください。仕込み水・甘
053-582-2121
酒を用意します。
※料金 2,000円（食事代、お土産付）
※定員 20名（女性同士、ご夫婦など女性を含むグループ、
日本酒が苦手な方にもおススメ）
※申込み 10月5日～12月3日

お釈迦様が悟りを開いた日の儀式。釈迦像の前で、坐禅や
和讃の奉納、読経を行います。終了後、甘酒の振舞いが行
われる予定です。

実相寺
053-542-0601

☆時間 6：00～7：00

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。
東名浜松西ICより国道257号
経由で約25分。

満天の星の下で1週間の疲れを癒しませんか？ 仕事帰りの
大人を対象としたプラネタリウムの夜間投影です。

中部ガスCOSMOS Special
「金曜日のナイト・プラネ」

及
12月9日
12月23日 浜松科学館
び

☆時間 18：30開場 19：00開演 19：50終演予定
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
※定員 先着200名(全席自由）
※観覧料 500円

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。

（当日、18：30～1階インフォメーションにてチケットを販売）
※大人向け（小中学生は保護者同伴要） 未就学児 不可

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。お気軽にご参加く
ださい。（小雨決行）

はままつフラワーパーク
花のウォーキング

12月10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

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

※当日フラワーパーク正門にご集合下さい。
053-487-0511 号・48号線を舘山寺温泉方面
※事前申込不要
へ約15分。
※入園料 大人500円（お買いもの券500円付）、中学生以下無料
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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

食肉加工品を使ってサンドイッチをつくり軽食にします。
手作りハムはじっくり燻製の後、各家庭に持ち帰ります。
☆時間 10：00～13：00
JR浜松駅北口バスターミナル

■ふるさと交流体験-27-

ハムづくり体験＆サンド
12月10日
イッチで肉製品を味わう会

とんきい

北区細江町
中川1190-1

※料金 2,000円（自作のハムは持ち帰り、サンドイッチ用の (有）三和畜産 15番乗り場より「奥山・渋川」
ハムは別に用意します。）
豚屋とんきい 行きにて約45分、「祝田」下
車。
※定員 30人（最少催行人数10名）
※申込み 開催日の5日前まで（10：00～15：00）
053-522-2969
東名西ICより約15分。
※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。
※持ち物 エプロン、三角巾（帽子可）、お持ち帰り用容器、タ
オル

江戸時代に使われていたかやぶき屋根の古民家の中で、日
本の昔ばなしを聞きます。話の中に登場する昔の道具を実
際に見たり触れたりすることもできます。

浜松市博物館
かやぶき屋根の古民家で
聞く日本の昔ばなし

第11回
春野人めぐり

12月10日

中区蜆塚
浜松市博物館
4-22-1

☆時間
※無料
※場所
※定員

12月10日 ～ 12月11日

春野町内
各所

浜松市
博物館

14:00～（約30分）

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

蜆塚公園内江戸時代民家｢旧高山家｣
40人(当日先着順)

053-456-2208 舘山寺街道左折、富塚経由
約20分。

初冬の里山 冬じたく ぬくもり求めて ゆるり旅
JR浜松駅より遠州鉄道「新浜
春野町には様々な特技をもった人たちが住んでいます。春野
天竜観光協会 松駅」乗車にて「西鹿島駅」下
の魅力に惹かれ移住してきた人も多く、それぞれ里山体験を
春野
車後、遠鉄バス秋葉線にて約
しています。春野の人とふれあい魅力を存分に体験くださ
60分「春野協働センター」下
天竜区春野町
い。
車。
053-989-0182 新東名浜松浜北ICより約40

☆時間： 10：00～16：00

分。

天文に関する屋内ブースや特別観望会など宇宙を楽しむ企
画がいっぱい！
☆時間 10日 13:00～21:30
浜松市天文台
天文台まつり

12月10日 ～ 12月11日 浜松市天文台

南区福島町
242-1

11日 9:00～20:30

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。

※ 申込不要、参加無料、どなたでもご参加いただけます。
東名浜松ICより、国道一号線
※ 時間内入退場自由、直接会場へ。
053-425-9158 を南進、「福塚」交差点を左
※ 観望会は雨天中止。
折。
※ 日中は駐車場に限りがあります。
※ 詳しい内容は公式ホームページ、公式フェイスブック等を
ご覧ください。
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イベント名称

開

催 期 間

開催場所

住所

■ふるさと交流体験-28-

第2回あこがれ農業「繋農
縁祭」静岡県の輝く生産者 12月11日
さんが大集合♪

浜名湖
西区雄踏町
ロイヤルホテル 山崎4396-1

イベント内容

草木染め体験（万葉集に
詠まれる植物で染色）

2017年
及 １月15日
12月11日
び 2月12日
3月12日

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。
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）
※12月11日の植物 「杉の生葉」
※会場 万葉の森公園内 伎部の工房
※料金 600円～2,100円（素材により費用が異なります。）
※申込不要、直接会場にお越しください。

053-523-9470

万葉の森
公園

☆時間 20：00～24：00
12月13日

浜松市天文台

南区福島町
242-1

※定員 先着順 200人程度
※11月19日（土）14時からお電話にてお申込みください。
※防寒具・敷物をお持ちください。屋外で寝転がって観望します。
※雨天中止

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。

053-586-8700 新東名浜松浜北ＩＣより約10
分。

ふたご座流星群が多くみられると予想される日の観望会で
す。肉眼で流れ星を見ます。
浜松市天文台
ふたご座流星群 観望会

アクセス方法

ふだん食べているものを、どんな人たちが、どんな風に、どん
な想いで作っているのか。直接会って、話してみませんか？
こだわりや想いの深い素敵な生産農家さんたちが、それぞれ
の『想い』を発信するプレゼンテーションと生産物の直売会で
繋農緑祭実行
す。各ブースを回って生産者さんと交流しながら、直接農産
委員会
物を購入することが出来ます。
事務局：プロダ 浜松西ICより車で約20分
クトリング株式
☆時間 10：00～17：00
JR舞阪駅より車で約7分
会社内
※会場 浜名湖ロイヤルホテル２階 イベントホール
※対象者 誰でも気軽に
※入場料 1,000円（500円分の金券付き）/学生無料
※申込み不要、収容可能人数約1,000人

■ふるさと交流体験-3-

問合せ先

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。
東名浜松ICより、国道一号線

053-425-9158 を南進、「福塚」交差点を左
折。
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イベント名称

曹洞宗秋葉山
舘山寺火祭り

秋葉神社
秋葉の火まつり

開

催 期 間

12月15日

12月15日 ～ 12月16日

開催場所

舘山寺

秋葉神社
上社

住所

西区舘山寺町
2231

天竜区春野
領家841

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

一年間の無病息災を祈願した火祭りが舘山寺で行われま
す。護摩木を焚かれた上を渡る「火渡り」の儀式なども催され
ます。無病息災を祈願是非トライしてみてはいかがですか？

舘山寺

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場「舘山寺」行きバス
45分「舘山寺温泉」下車、徒
歩10分。

☆時間 19：30～ 火防大般若祈祷（本堂）
20：00～ 火防無病の火渡り・ご祈祷開始(境内)

053-487-0107

東名浜松西ICより車で約20分

毎年15・16日両日、秋葉山にある秋葉神社において秋葉の
火まつりが行われます。この火祭は、秋葉山の本宮にのみ
伝えられる舞いでありまして、全国数千万人の人々の祈りを
込めた御祭りであります。一の神職が弓を左手に、鈴を右手
にとって、初めは静かに次第に激しく舞い出し舞い狂い、舞
い終わりますと中央に進み出て、5本の矢を東西南北の四方
下社までのアクセス：
に向け、最後に中央の天井に向けて次々に放ちます。この矢
遠州鉄道「新浜松駅」より、終
のあたり方によって、来る年の豊年吉凶を占うのであるとい
点「西鹿島」下車、秋葉バスに
われております。次に二の神職が左に劔、右に鈴をとって、
乗り換えにて、「秋葉神社」下
地上の聖霊を宥め、悪魔を抑える舞いを舞い、一さし舞い終
車。→ その後、上社までは
秋葉神社 徒歩2時間
われば、左右に二振りの劔をとって、振りかざし振りかざし、
上社
罪、穢れを切り祓う舞を舞います。最後に三の神職が、御本
※上社へは期間限定にて「西
殿の奥深く奉安されております万年の御神燈から火を移した
松明が、舞殿に移されますので、その松明を受けとって、頭 053-985-0111 鹿島駅」より直行バスあり。
の上に足もとに、高く低く振りかざし振りかざし、境内の浄闇
新東名浜松浜北ICより約30
の中に人々の火難、水難、諸厄・諸病を祓いやる祈りをこめ
分。
て、あかあかと燃えさかる火の舞いを舞い、舞い狂い舞いお
さめ、火防の祭りが終わります。
12月15日 14：30～ 御阿礼祭(みあれいさい）
12月16日 13：30～ 例大祭
22：00～ 火まつり（防火祭）
火まつり大祈祷 両日終日
「古い道具と昔のくらし」の学習に合わせて、100年ほど前か
らの生活の道具を展示します。道具の変化の様子が目で見
てわかるようになっています。

浜松市博物館
「道具たちの100年」

2017年
中区蜆塚
12月17日 ～
浜松市博物館
3月12日
4-22-1

☆時間 9:00～17:00

浜松市
博物館

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

※場所 浜松市博物館 特別展示室
※観覧料 大人300円、高校生150円、小中学生・70歳以上・
障害者手帳をお持ちの方は無料

053-456-2208 舘山寺街道左折、富塚経由
約20分。
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イベント名称

浜松市博物館
テーマ展
「井伊直虎と湖北の戦国
時代」

開

催 期 間

開催場所

住所

イベント内容
大河ドラマの主人公「井伊直虎」が生きた戦国時代の浜名湖
北部の出来事や井伊氏や飯尾氏など西遠江の国衆たちの
動きを、現存する資料をもとに明らかにしていきます。

12月17日 ～

2017年
4月9日

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

☆時間

9：00～17：00

※入館料 大人300円、高校生150円、小中学生無料、70歳
以上の方および障がい者手帳をお持ちの方は無料

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

053-456-2208 舘山寺街道左折、富塚経由
約20分。

ものづくりのまち「浜松」を代表する団体・企業・学校、サイエ
ンスボランティアや科学館スタッフの工夫がつまった実験・工
作ブースに参加しよう！浜松科学館全体が、実験工作を体
験できるブースでいっぱいになります。
浜松科学館
第21回
おや！なぜ？横丁
～サイエンスアベニュー～

12月17日 ～ 12月18日 浜松科学館

浜松科学館
開館30周年特別企画
「30年 ここまで進んだ科学と
12月23日 ～
技術展―昭和のゲーム機か
ら、平成のティラノサウルスま
で―」

2017年
4月2日

浜松科学館

☆時間 ①10:00～12:00 ②13:00～16:00 (最終受付15:30)
浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
中区北寺島町
256-3
※当日直接会場へお越しください。
053-454-0178 ※駐車場はございません。
※定員はブースごと異なります。
※整理券を配布するブースが有ります。
※高校生以上は 常設展入場料が必要です。
※プラネタリウム観覧料は別途料金がかかります。
※作品を持ち帰るための袋を持参してください。

30年という時間の流れは、日々進歩する科学技術の顕著な
違いを示してくれます。
この企画展では家庭用ゲーム機や携帯電話の歴史等、写真
浜松科学館 JR浜松駅南口より徒歩7分。
中区北寺島町 や現物展示で紹介いたします。
256-3
053-454-0178 ※駐車場はございません。
☆時間 9:30～17:00
☆会場 浜松科学館1F 無料エリア
だれのロケットが一番遠くまで飛ぶかな？

浜松科学館
つくり隊！あそび隊!!
「発射台つきロケット」

☆時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
☆会場 浜松科学館 常設展2階 イベント広場
12月23日

浜松科学館

中区北寺島町
256-3
※対象 こども
※定員 午前 午後 各50名
（団体でのご参加はご遠慮願います）
※参加料 常設展入場料（小中学生は無料）が必要
※当日、直接会場へお越しください。

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。
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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

中心市街地に望遠鏡を並べ、冬の星空を観望します。
クリスマス
まちなか観望会

浜松市
☆時間 19：00～21：00
浜松駅より徒歩5分
遠鉄百貨店
浜松市中区
天文台
新館北東角地
浜松ICより、浜松駅方面約20
砂山町320-2 ※申込不要、参加無料、どなたでもご参加いただけます。
（歩道上）
053-425-9158 分（一般有料駐車場を利用）
※時間内入退場自由、直接会場へ。
※雨天中止
※専用の駐車場はありません。公共交通機関でお越しくださ
い。

12月23日

博物館でむかしの文化や歴史にふれる体験をして、楽しいひ
とときを過ごしませんか。伝統的な日本のお正月の遊びを中
心に、ミニ門松やこまづくり、おもちを焼いたり、こままわし大
会も開催します。

浜松市博物館
冬休みむかし体験館

12月23日 ～

2017年
1月5日

中区蜆塚
浜松市博物館
4-22-1

☆日程 12月23日（金）～28日（水）、1月4日（水）～5日（木）
☆時間 9：00～17：00

浜松市
博物館

東名浜松西ICより環状線南へ

053-456-2208 舘山寺街道左折、富塚経由
約20分。

※イベントにより事前予約が必要です。有料の催しも有りま
す。高校生以上は別途入館料が必要です。
※詳細はチラシでご確認ください。

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。お気軽にご参加ください。（少
雨決行）

はままつフラワーパーク
季節の花散歩

12月24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

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。

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

053-487-0511 号・48号線を舘山寺温泉方面
※当日フラワーパーク正門にご集合下さい。
※事前申込不要
へ約15分。
※入園料 大人500円（お買いもの券500円付）、中学生以下無料
クリスマスイブのキャンドル礼拝、ローソクの火を灯し、讃美
歌を歌いトーンチャイム（ハンドベル）の音を聞き、クリスマス
のメッセージを聞きます。

クリスマス・キャンドル
礼拝

12月24日

浜松
キリスト教会

中区松城町
106-1

☆時間 18：50～20：00（開場18：30）
☆礼拝後のティータイム 20：00～20：30

浜松
キリスト教会 JR浜松駅北口バスターミナル
053-452-2337

1番乗り場より乗車、「市役所
南」下車、徒歩3分。

※なるべく公共交通のご利用をお願いたします。
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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

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
出来る簡単な実験を紹介します。実験を通して、科学の原理
をわかりやすく説明します。
浜松科学館
ミニ実験

12月24日

浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 ①11：30～11：50 ②14：30～14：50
256-3
☆会場 浜松科学館 常設展2階 エレクトロニクスのコーナー

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。

※当日、直接会場へお越しください。

植物や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

12月24日

浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 13：30～13：50
256-3
☆会場 浜松科学館 常設展1階 ミクロ観察カウンター

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。

※当日、直接会場へお越しください。

いつもより時間も会場も拡大して楽しい実験を行います。どう
ぞご家族やお友達と一緒に遊びに来てください。

浜松科学館
スペシャル☆サイエンスショー

「サイエンスでクリスマスしま
ショー☆」

12月25日

浜松科学館

中区北寺島町
☆時間 12：45～13：30 （開場12:30～）
256-3
☆会場 浜松科学館 1階 ホール

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。

※当日直接会場へお越しください。

浜松まつり会館
「風とあそぼう！干支凧作り
教室」

12月25日

浜松まつり
会館

浜松まつりの凧揚げ合戦で実際使用する材料を使って、自
分だけのオリジナル凧を作る企画です。来年の干支以外に
自分の好きな絵を描いてもOK！作り方は「浜松凧の会」会員
の方々が指導してくれます。凧を作った後、天気が良ければ
隣の芝生広場で揚げる事も出来ます。幼児には下絵にｷｬﾗｸ
ﾀｰの柄を入れることも可。お正月の風物詩でもある凧を作っ
南区中田島町
て、楽しいお正月の準備をしましょう。
1313
☆時間 10:00～12:00
※参加費 凧1枚に付 800円（凧の大きさ 43ｃｍ×33ｃｍ）

浜松
まつり会館

JR浜松駅北口バスターミナル
6番乗り場より、「中田島砂
丘」行きにて約18分、「中田島
砂丘」下車、徒歩1分。

053-441-6211
東名浜松ＩＣより約15分。

入館希望者は別途料金にて 大人400円、小人無料

※定 員

先着20名 (電話にて要予約）
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イベント名称

奥山方広寺
除夜の鐘

開

12月31日

催 期 間

開催場所

方広寺

住所

北区引佐町
奥山1577-1

イベント内容

一年無事に過ごせたことと、新たな1年に向けて発展と無事
を祈り、お一人1回撞いていただきます。また、甘酒無料サー
ビスも予定しています。（無くなり次第終了）
☆時間 23：45～

問合せ先

大本山
方広寺
半僧坊
総本殿
053-543-0003

アクセス方法
※いずれの公共機関も大晦
日深夜の臨時運行はござい
ません。
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。
新東名浜松いなさICより約10
分。

1年を二つに分け、6月と12月に罪汚れを祓う儀式を行いま
す。

井伊谷宮
年越の大祓

12月31日

井伊谷宮

北区引佐町
井伊谷1991-1 ☆時間 15：00～

井伊谷宮

※いずれの公共機関も大晦
日深夜の臨時運行はござい
ません。
JR浜松駅北口バスターミナル

053-542-0355 15番乗場「奥山」行きバス50
分、「神宮寺」下車、徒歩10
分。

※参列自由。御祈祷のお札希望の方は初穂料は3,000円～

257号線経由15分

風光明媚な舘山寺で除夜の鐘を撞き、1年のお礼と新年のお
願いを！

曹洞宗秋葉山 舘山寺
除夜の鐘

12月31日

舘山寺

西区舘山寺町
2231
☆時間 23：00～
※先着108名

※いずれの公共機関も大晦
日深夜の臨時運行はござい
ません。

舘山寺

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場「舘山寺」行きバス
053-487-0107 45分「舘山寺温泉」下車、徒
歩10分。
東名浜松西ICより車で約20分

※いずれの公共機関も大晦
日深夜の臨時運行はござい
ません。

龍潭寺
除夜の鐘

12月31日

龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

除夜の鐘撞き体験ができます。先着108組様に記念品を贈呈
します。甘酒のサービスも行います。（無くなり次第終了）
☆時間 23：45～

龍潭寺

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗場「奥山」行きバス50
053-542-0480 分、「神宮寺」下車、徒歩10
分。
257号線経由15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
※いずれの公共機関も大晦
日深夜の臨時運行はござい
ません。

実相寺
除夜の鐘と初詣庭園
ライトアップ

12月31日

実相寺

北区引佐町
金指1371

除夜の鐘撞き体験ができます。厄除開運の甘酒の進呈（無く
なり次第終了）、そして除夜の鐘に併せてライトアップを元旦
朝まで実施します。
☆時間 ライトアップ 23：00～5：00、除夜の鐘

23：45～

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
053-542-0601 車、徒歩15分。

実相寺

東名浜松西ICより国道257号
経由で約25分。

マルシェ・ド・ソラモ

第35回
アートメッセ浜松2016

12月2日
12月5日
12月9日
12月15日 ソラモ
及
中区砂山町
12月1日
12月16日 浜松市
び
320-2
12月17日 ギャラリーモール
12月23日
12月24日
12月26日

ソラモ
12月3日 ～ 12月4日 浜松市
ギャラリーモール

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
シェ・ド・ソラモ」の会員が各自が手掛ける物産品（ミカン
ジュース・栃餅・竹製の横笛等）を販売します。
☆時間 9：00～15：00

浜松駅北口、会場にはお茶や椎茸、野菜や果物などの農産
品と水産品（鰻・しらす干し・海藻・のり）、特産飲食（鮎塩焼・
緑茶入り大判焼き・遠州お好み焼）、和洋菓子などと、陶芸、
木工、ガラス工芸、染織、革工芸、つるクラフト、アクセサ
リー、布小物などの工芸品が並びます。楽しさと元気と笑顔
に会いに、ぜひお出かけください。
中区砂山町
320-2

☆時間 3日（土） 11：00～17：00
4日（日） 10：00～16：00

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会

JR浜松駅北口徒歩1分。

090-56173518

アートメッセ
実行委員会 JR浜松駅北口、徒歩1分。
090-92281823

東名浜松西ICもしくは浜松IC
より車で約20分。

※4日(日）11～16時は各地から参加する音楽8団体のステー
ジがあります。
※雨天決行（会場は大屋根下）

☆時間 10：00～15：00

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会 JR浜松駅北口より徒歩約1

※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。

090-56173518

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
（ソラモ会場）

12月8日

ソラモ
及 12月22日
浜松市
び 12月29日

ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

分。
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イベント名称

第9回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2016
（地球環境フェア）

第5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

開

12月11日

催 期 間

開催場所

浜松城公園

住所

中区元城町
100-2

イベント内容

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 10：00～14：00
※会場 浜松城公園中央芝生広場
※雨天中止

12月17日

中田島
浜松まつり
会館前
風紋広場

12月18日

マックスバリュ
※雨天中止
北区東三方町
浜松三方原店
※出展ご希望の方は開催の7日前までに電話、Eメールでお
130-5
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

※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

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
13番乗り場全線乗車可能、
「浜松城公園入口」下車、徒
歩2分。または、1番乗り場全
（代表・村木） 線乗車可能、「市役所南」下
車、徒歩5分。

浜松文化
フォーラム

090-92281823

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
浜松文化
の展示と販売、実演、体験。動物愛護啓発活動なども行いま
フォーラム
南区中田島町 す。
（代表・村木）
1674
☆時間 10：00～13：30 (※雨天中止)
090-92281823

☆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

問合せ先

東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約
30分。

JR浜松駅北口バスターミナル
6番乗り場より、中田島線乗
車、「中田島砂丘」下車。徒歩
1分。

浜松文化
フォーラム JR浜松駅北口バスターミナル
（代表・村木） 13番乗り場より、56番萩丘都
090-92281823

田線乗車、「東三方」下車。徒
歩3分。

2016年11月20日発行
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