〈 2017年7月 〉
イベント名称

浜名湖うなぎ探検隊

開

催 期 間

開催場所

4月13日 ～ 9月下旬 天保養魚場

浜松市イベント情報
住所

西区白洲町
3353-1

イベント内容
養鰻池・うなぎの選別場・出荷池の見学をしてみませんか。
午前・午後各1回のみ実施いたします。うなぎの体調や養鰻
場の都合により見学できない場合もあります。飲酒されてい
る方や子供だけの見学は出来ません。
※見学無料 池番ガイド付き約40分
※完全予約制（090-8547-5897)
※最新情報はホームページをご覧ください
川のほとりであゆつかみ
竜ヶ岩洞からすぐ近くの川辺のそばで、「鮎つかみ」体験が
できます。捕まえたあゆは焼いてお召し上がりいただけま
す。(バーベキュー施設併設）

竜ヶ岩洞
あゆ狩り体験

5月3日

～ 10月31日 竜ヶ岩洞

北区引佐町
田畑193

5月8日

かんざんじ温泉

～ 10月31日 サンビーチ

アクセス方法

天保養魚場
053-4871896

東名浜松西ＩＣより、約20分。

JR浜松駅北口バスターミナル

竜ヶ岩洞食堂 15番乗場「奥山」行きバス50
「ふるさと」 分、「竜ヶ岩洞入口」下車、徒
歩5分。

☆時間 9:30～16:00
※あゆ狩り体験 1匹付きで3歳以上700円
※7月15日～8月31日は毎日営業
※5/3～7/14、9/1～10/31…平日は予約限定

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

問合せ先

魚類400種、カニ類87種、海老類48種、軟体類120種で計
700種類以上の魚介類が生息する浜名湖。自然体験学習に
もなり、エコを学ぶ場にもなります。職場・組合・子供会や学
校で、自然に触れ、かつ仲間との絆を深める場に活用され
ています。
西区舘山寺町
※20名様以上貸切(1網料金) 30名様まで85,000円,50名様ま
で95,000円 以降１名毎500円加算

053-5431155

浜松西ICより国道257経由30
分。又は三ケ日ICより国道362
経由、引佐方面へ30分。

かんざんじ
温泉
観光協会

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、「銀行前」下車、
徒歩約1分。

053-4870152

浜松西IC 県道65・48号経由で
約8km、15分。

１網の貸切、１週間前までにご予約、当日事務所にて現金
払いが原則ですが、ご相談に応じます。
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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
あなたもたきや漁に挑戦してみませんか？百余年の伝統と
独特の漁法で知られるこのかがり火漁法は、夏をピークに
春から秋にかけて行われます。獲物は主としてクルマエビ、
カニ、タイなどです。また、料理（天ぷら、みそ汁等）も魅力満
点です。

たきや漁

浜名漁協

5月15日 ～ 9月30日 雄踏支所

西区雄踏町 ☆時間 5月・9月････18時頃から3時間
宇布見9985-3
6月～8月･･･19時頃から3時間
※料金：一隻（4名まで）30,000円。

問合せ先

アクセス方法

浜名漁協
雄踏支所

JR浜松駅より東海道線豊橋方
面「舞阪駅」下車。タクシーで約
5分。

053-5922260

東名浜松西ICより約20分。国
道1号線浜名バイパス馬郡IC
から約12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。

053-4870511

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。

奥山高原

JR浜松駅北口バスターミナル
15番のりば奥山行き60分終点
「奥山」下車、徒歩約30分。

※予約受付開始は5月1日から。
（受付時間13：00～17：00/日曜日休み）
※当日午後2時以降のキャンセルは1万円をいただきます。
（悪天候の場合は除く）
浜名湖湖畔で出逢う、幻想的な光の舞をごらんください。ご
家族、お友達、ご夫婦、大切な人とご一緒にいかがですか。
地元ガイドがご案内します。遊歩道沿いで見られるのでベ
ビーカーや車椅子も可能です。
季節前半：源氏ボタル、季節後半：平家ボタル
はままつフラワーパーク
ほたる鑑賞ガイドツアー

5月20日 ～

はままつ

7月2日 フラワーパーク

西区舘山寺町
☆時間 20:15出発 ～21:00 (40分～50分）
195
※集合場所 フラワーパーク浜名湖ゲート/動物園口）
※入場券 大人800円、小・中学生400円（要予約）
※中学生以下は保護者同伴でお越しください。
※バリアフリーの園内は車椅子でもご鑑賞いただけます。
※その他詳細は ちらし・ホームページにてご確認ください。

あじさい・ささゆり祭り

いなさあじさいまつり

5月27日 ～

7月2日 奥山高原

6月上旬 ～ 7月2日

引佐町周辺

北区引佐町
奥山堂ノ上
1736-1

北区
引佐町

あじさい・ささゆり祭りを開催します。奥山高原の園内に70品
種約1万株のアジサイが初夏の山を彩ります。6月中旬頃に
は希少なささゆりの凛とした花が見られます。(定休日 火
曜）

引佐地域にはアジサイの名所が数多くあり、その開花時期
に合わせて各地で「いなさあじさいまつり」が開催されます。
地域内には約2万株あり多種多様なアジサイを楽しむ事が
できます。

053-5430234

東名浜松西ICより国道257号線
経由、約30分。
新東名いなさICより約15分。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番のりば奥山行き （会場に
より下車バス停異なる）

053-5224720

東名浜松西ICより国道257号線
経由、約30分。
新東名いなさICより約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

登校中、華やかなワンピースで着飾ったみぎわさんに会った
まる子。星占いに「オシャレをすると幸運が舞い込む」と書い
てあったと聞く。「今日はラッキー」や「今日はついてない」な
どがなぜわかるのか不思議に感じ、星座に興味を持ったま
る子は花輪くんが開催する星空観望会に参加することに…
■一般番組
☆時間 11:00～11:40（土日祝・夏休み）
※3歳未満不可
プラネタリウム番組
「プラネタリウム ちびまる子
ちゃん 星にねがいを」
4月1日

～ 9月30日 浜松科学館

■一般番組
■ファミリーシアター

■ファミリーシアター
☆時間 15:00～15:30（土日祝・夏休み）
中区北寺島町
※3歳未満も入場可
256-3
※映像のみ30分間の投影（星空解説なし）

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※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 一般番組/ファミリ-シアター】
※会場 3F プラネタリウム 「ときめきら」
※定員 各先着200名
（当日1階インフォメーションにてチケットを販売）
※小学3年生未満は要保護者（高校生以上）同伴。

もしも宇宙へ行けたら。私たちの目に、地球はどのように映
るのでしょうか？暗闇の中に輝く、青い星。たくさんの生命が
生まれる星。音楽が世界をつなぐ星―。
ヴァイオリニスト・葉加瀬太郎が奏でる数々の名曲とともに、
美しく尊い地球を感じる体験をお届けします。
浜松科学館
プラネタリウム番組
「Feel the Earth～Music by
葉加瀬太郎～」

6月1日

～ 9月30日 浜松科学館

中区北寺島町
256-3

☆時間 ①14:00～14:40 （休館日を除く全日）
②16:00～16:40 （休館日を除く全日）
※会場 3F プラネタリウム 「ときめきら」
※先着200名
※3歳未満不可
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
※小学3年生未満は要保護者（高校生以上）同伴

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※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
洪水と水害への備えの歩みを紹介する展覧会です。

浜松市博物館
テーマ館
「天竜川の治水」

6月10日 ～ 7月17日

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

問合せ先

アクセス方法

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。

053-4562208

東名浜松西ICより環状線南へ
舘山寺街道左折、富塚経由約
20分。

浜松市
美術館

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。

053-4546801

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分。

☆時間 9:00～17:00
※ギャラリートーク（学芸員による展示解説）
7月9日 14:00～14:30

マルチな才能を持つビートたけしがアートに挑戦します。
本展では、版画や絵画、コラージュ作品など約100点を初公
開します。作品には目的も狙いもメッセージもなく、作品タイ
トルもありません。天才たけしの子どものようなピュアな視点
から浮かぶ風景や不思議な人物など、童心にかえり、思わ
ず笑っちゃうようなユーモア溢れる作品の数々を余すところ
なく紹介していきます。「アートたけし」の世界を体感できる
展覧会です。
☆時間 9:30～17:00
※入館料 ・大人：1,200円（900円）・大学・高校生：800円（500円）
浜松市美術館
「アートたけし展」

6月17日 ～ 8月16日

浜松市美術館

中区松城町
100-1

・中学・小学生：500円（300円） ※小学生以下無料
※（）内は前売料金です。
※70歳以上、障害者手帳所持者及び介護者1名は当日料金の半額となり
ます。
※団体割引：20名以上は当日料金の2割引、80名以上は4割引
※遠州鉄道ナイスパスを利用してバス・電車でご来館の方は、当日料金の
2割引。

■入場券販売プレイガイド
・浜松市美術館：053-454-6801（窓口販売）
・秋野不矩美術館：053-922-0315（窓口販売）
・アクトシティ浜松チケットセンター：053-451-1113
・チケットぴあ（Pコード：768-299）
・ローソンチケット（Lコード：43456）
・e＋（イープラス）：http://eplus.jp ※PC・携帯共通
・セブンチケット：セブン-イレブン店内マルチコピー機
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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

ホタルブクロの花の中で輝くゲンジボタルを見に行きません
か。
6月25日 ～ 6月28日
龍山ホタルツアー
7月2日

川合渕まつり

～ 7月5日

7月1日

龍山総合
ふるさと村
周辺の新開沢

川合渕公園

天竜区龍山町
瀬尻新開432

北区引佐町
西久留米木

※参加費 2,000円(夕食、ご案内、保険料含）
小学生1,500円 幼児1,000円
※直接会場へお越しください。
※小雨実行 (中止の場合は連絡します）
※定員 各日20名様
※ご予約方法 龍山ふるさと村にメールおよび電話で。
E-mail furusato@tatuyama.jp / TEL 053-969-0133
引佐町久留女木（くるめき）地区に伝わる「大蛇伝説」にちな
んだまつりです。地元若衆が操る全長12mの大蛇が、娘役
に先導されながら川を渡ります。また、若衆や地元の子供た
ちによる「大蛇踊り」も披露されます。
☆時間 15:00～21:00

龍山
ふるさと村
053-9690133

JR浜松駅より車で90分
新東名「浜松浜北IC」より車で
40分

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番「渋川」行き70分、「おそ
渕」下車、徒歩50分。

053-5224720

新東名浜松いなさICより県道
47号、県道299号経由で約15
分。

※会場 川合渕公園、旧久留女木小学校体育館
☆時間 10：00～12：00（開場 9：00） ※入場無料

市制施行１０６周年記念式

アクトシティ浜松
大ホール

7月1日

中区板屋町

第1部 式典
10:00～10:45 市勢功労者表彰
10:50～11:00 市民団体活動発表
川名ひよんどり（井伊家ゆかりの伝統芸能）
第2部 座談会 11:00～12:00
『大河ドラマ「おんな城主 直虎」が映す出世の街・浜松の未来』
座談会出演者

浜松市役所
秘書課
JR浜松駅より徒歩3分

053-4572070

筧利夫さん・松本志のぶさん・岡本幸江さん・武藤宗甫さん

平成29年度
まちなかコンサート
プロムナードコンサート

7月1日

及
7月8日
び

キタラ

中区砂山町
浜松駅
北口広場

☆ 7月 1日 15:00～ <浜松市制106周年記念>
☆ 7月 8日 17:00～
※雨天中止

(公財）
JR浜松駅北口。
浜松市
文化振興財団
東名浜松西ICもしくは浜松ICよ
り車で約20分。
053-451-1151
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イベント名称

浜松市秋野不矩美術館
第2回 所蔵品展
「秋野不矩 画業の地平Ⅱ ～
豊穣なる水の恵み～」

開

7月1日

催 期 間

～ 8月6日

開催場所

浜松市
秋野不矩美術館

住所

イベント内容

秋野不矩がライフワークとして訪れ描いたインドでは、季節
によって風景が目まぐるしく変化します。インドの雨季の様
子を伝える作品や、水や川に象徴される神々を描いた作
品、また、インド以外の多湿な地域からモチーフを採った作
天竜区二俣町 品などを中心に展示します。
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。

053-9220315

東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10
分。

※入館料 大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳以
上、障害者手帳所持者は無料

☆時間 1日 10:00～19:00 / 2日 10:00～17:00

注染・ゆかた・和装展

7月1日

～ 7月2日

ソラモ浜松市
ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

※ゆかた及び和装製品の展示
※注染実技の体験コーナー
1日 ①10:30～ ②13:00～ ③14:30～ ④16:00～
2日 ①10:30～ ②13:00～ ③14:30～
※浜松工業技術支援センターの研究成果発表
※ゆかた無料着付け
※盆踊り 1日（土）18：00～19：00

（一社）
静岡県
繊維協会

JR浜松駅北口より徒歩約3分。

053-4567222

【同時開催】
遠州の織物大集合（お手頃価格で販売）
注染染め「ゆかた」貸し出し（有料）
春から夏の星座や星雲・星団、木星、土星、月等ご案内しま
す。
浜松市天文台
土曜星空観望会

浜松科学館
サイエンスショー
「のぞいてみよう マイナ
スの世界」

7月1日

7月1日

7月 8日
及 7月15日
び 7月22日
7月29日

7月2日
7月8日
及
7月9日
び
7月29日
7月30日

浜松市天文台

南区福島町
242-1

☆時間 19：00～20：50
※ 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

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。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。

液体窒素を使って いろいろな実験を紹介します。
浜松科学館
浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 ①11:00～11:20 ②14:00～14:20
256-3
※会場 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。

053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。
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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の
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。よい記録が出るように、みんなで応援し
よう。
浜松科学館
7月2日

浜松科学館

中区北寺島町
256-3
☆時間 9:40～12:30

7月2日

浜松市天文台

南区福島町
242-1

7月8日

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

☆時間 14:00～（約30分※内容によって前後します。）
※蜆塚公園内江戸時代民家「旧高山家」
※参加無料
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。

はままつフラワーパーク
花のウォーキング

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。

7月8日

及
び

はままつ

7月22日 フラワーパーク

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。

053-4259158

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
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。

053-4562208

東名浜松西ICより環状線南へ
舘山寺街道左折、富塚経由約
20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。

053-4870511

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。

☆時間 14：00～16：00
※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。直接会場へ。
※雨天中止

かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

053-4540178

アクセス方法

※会場 1F ホール
※当日直接会場へお越しください。
※協力 浜松ロータリークラブ

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

問合せ先

西区舘山寺町
☆時間 10：00～12：00（小雨決行）
195
※当日フラワーパーク正門にご集合下さい。
※定員 先着30名様 （事前申込不要）
※入園料 無料

7

イベント名称

開

催 期 間

開催場所

住所

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。(雨天中止)

第16回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2017

7月8日

～ 7月9日

浜松城公園
中央芝生広場

中区元城町
100-2

☆時間 10：00～15：00
※会場 浜松城公園中央芝生広場

第22回
いなさほおずき市

7月8日

～

7月9日 竜ヶ岩洞

北区引佐町
田畑193

引佐町は全国有数のホウズキの産地です。枝物や鉢物は
浅草のほうずき市にも出荷されています。夏の風物詩、色鮮
やかなほおずきの展示販売や北区女性団体による「ほおず
き人形」制作・実演展示など、ハンドメイドの店舗約10店舗
が出店する工芸村も同時開催。7/9は浜松市立泉小学校
ファウンテンキッズによる演奏があります。

問合せ先

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
文化FORUM 松城公園入口」下車、徒歩2
浜松
分。または、1番乗り場全線乗
車可能、「市役所南」下車、徒
090-9228- 歩5分。

1823

竜ヶ岩洞
053-5430108

☆時間 9:00～17:00

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
15番乗場「奥山」行きバス50
分、「竜ヶ岩洞入口」下車、徒
歩5分。
浜松西ICより国道257経由30
分。又は三ケ日ICより国道362
経由、引佐方面へ30分。

※無料（竜ヶ岩洞入洞料は別途）

第4回
こいね水窪
「じゃがた祭り」

7月9日

水窪
商店街通り

水窪町に昔から伝わる在来種「水窪じゃがた」をメインにした
イベントです。県内各地から、コロッケやカレーなど「じゃが
芋」を食材にした料理が集合。水窪じゃがたの即売会や、浜
天竜区水窪町
北区からギター演奏の友情出演、水窪特産品が当たる大抽
奥領家
選会もあります。

NPO法人
こいね
みさくぼ

JR豊橋駅より飯田線にて「水
窪駅」又は「向市場駅」下車、
徒歩10分。

053-9870575

東名浜松ICより国道152号線を
北上、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。

☆時間 11：00～15：00

満天の星の下で一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。

浜松科学館
特別投影
中部ガスCOSMOS Special

「金曜日のナイト・プラネ」

及
7月14日
び

7月28日 浜松科学館

☆時間 18:30開場 19:00開演 19:50終演 予定
中区北寺島町
256-3
※会場 3Ｆ プラネタリウム「ときめきら」
※定員 先着 200名（全席自由）
※料金 500円
当日18：30～浜松科学館インフォメーションにて販売
※大人向け（小中学生要保護者同伴、未就学児不可）

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。
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イベント名称

浜松科学館
ミニ実験

開

催 期 間

7月16日
及
7月15日
7月22日
び
7月23日

開催場所

浜松科学館

住所

イベント内容

問合せ先

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。実験を通じて、科学の原理をわかりやす
く説明します。。

浜松科学館

中区北寺島町
256-3
☆時間 ①11:30～11:50 ②14:30～14:50

053-4540178

アクセス方法

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。

※会場 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

7月16日
及
7月15日
7月22日
び
7月23日

浜松科学館

中区北寺島町
☆時間 13:30～13:50
256-3
※会場 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。

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。

「深海」そこは暗くて冷たい未知の世界。
さあ、みんなで冒険に出かけよう！

浜松科学館
特別展
「深海アドベンチャー」

7月15日 ～

8月27日 浜松科学館

中区北寺島町
256-3

☆時間

9:30～17:00（最終入場16:30まで）

※会場 1Ｆ 特設会場
※前売り券は、市内プレイガイド・浜松科学館にて
7/14（金)まで販売。
※観覧料 大人1000円 /中学生以下 500円/ 3歳未満 無料
季節の星座や探し方、星座の物語など、星空観望のための
ミニ講座。そのまま土曜星空観望会にご参加いただける時
間設定です。

浜松市天文台
天文ミニ講座(夏）

7月15日

五島協働センター 南区福島町

☆時間 17：30～18：30

242-1
※会場 五島協働センター1Fホール（天文台階下）
※申込不要、参加無料、どなたでもご参加いただけます。
※雨天実施、直接会場へ。

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。

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。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。
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イベント名称

舞阪漁港
えんばい朝市

開

催 期 間

7月15日

開催場所

舞阪漁港
魚市場

住所

西区舞阪町
舞阪2119-19

イベント内容
早起きをして出掛けよう！朝市では、漁獲高が日本屈指の
特産品、生シラスを販売。スーパーでは見られない生シラス
は一食の価値あり。その他に釜揚げシラスやちりめん、鮮
魚、アサリ、タコ、干物、うなぎの白焼き、あげはん、海苔、
野菜、果物、花の苗などを販売いたします。
☆時間 7：00～10：00

問合せ先

JR浜松駅よりJR東海道線にて
「弁天島」駅下車、徒歩15分。
浜名商工会 浜松西IC 東名浜松西ICより約
舞阪支所 30分。

053-5923811

※準備ができ次第、販売を始めます。

遠州大念仏

7月15日

犀ヶ崖資料館

中区鹿谷町
25-10

アクセス方法

※駐車場は弁天島海浜公園に
なります。（朝市会場で無料駐
車サービス券(当日のみ利用
可）をお渡しします）

｢遠州大念仏｣は、遠州地方の郷土芸能のひとつで、初盆を
迎えた家から依頼されますと、その家を訪れて庭先で大念
仏を演じます。大念仏の団体は、必ずその家の手前で隊列
を組み、統率責任者の頭先（かしらさき）の提灯を先頭にし
て、笛・太鼓・鉦（かね）の音に合わせて行進します。笛・太
鼓・鉦（かね）・歌い手、そのほかもろもろの役を含めると30
人を越す団体となります。大念仏の一行が初盆の庭先に入
ると、太鼓を中心にして、その両側に双盤（そうばん）を置い
て、音頭取りに合せて念仏やうたまくらを唱和します。そし
JR浜松駅北口バスターミナル1
て、太鼓を勇ましく踊るようにして打ち鳴らし、初盆の家の供
犀が崖資料 番のバスにて「浜松北高」下
養を行います。
館
車、徒歩5分。15番乗り場のバ
江戸時代のもっとも盛んな時には、約280の村々で大念仏
スの場合は「犀ヶ崖」下車す
が行われていました。現在、約70の組が遠州大念仏保存会
053-472- ぐ。
に所属し活動しています。また、現在も犀ヶ崖では、毎年7月
8383
15日に三方原合戦の死者の供養として、遠州大念仏が行わ
東名浜松西ICより約25分。
れています。
☆時間 18:30～21:00頃
大念仏 ①19：00頃～ ②20：00頃～（各30分）
盆踊り ①18：30頃～ ②19：30頃～（各30分）
※大雨の場合は中止になることもございます。
※駐車場はございません。公共交通をご利用ください。
※無料

細江神社 祇園祭

7月15日 ～

7月16日 細江神社周辺

北区細江町
気賀996

細江神社に奉られている地震の神様の祭典で、神輿にご神
体を乗せて舟が都田川を回遊し、ご神体が地震の際に当地
へ流れ着いた様子を再現します。細江の街で、子供たちに
よる笛太鼓のお囃子が鳴り響きます。
15日（土）

祇園まつり ☆時間 10：00～16：00

16日（日）

浜名湖上渡御 ☆時間 13：00～20：00

細江神社
053-5221857

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より「気賀・三ヶ日」
行きにて約50分、「国民宿舎入
口」下車、徒歩約1分。
新東名浜松いなさICより約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
メロン１/２カットを試食後、お好きなメロン（１玉）を、お客様
に収穫していただきます。収穫していただいたメロンはお土
産としてお持ち帰りください。

メロン狩り

7月15日 ～

かしま

8月31日 ハーベスト

西区呉松町
3624

■1/2カットとお土産1個付きで 2,200円（税抜）
☆時間 10：00～15：00

問合せ先

アクセス方法

かしま
JR浜松駅北口バスターミナル1
ハーベスト 番乗り場より、「舘山寺温泉」行
（宮本俊博） きにて約40分、「鳥居先」下車、
徒歩5分。

053-4870875

東名浜松西ICより、約10分。

※完全予約制

きらきら鉄道博2017
in はままつ

7月15日 ～

浜松市

7月17日 総合産業展示館

浜松市の高校、大学の鉄道クラブや鉄道関連事業者が所
有する鉄道ジオラマ、乗用ミニSL、新幹線鉄道模型等に関
する総合イベント。
主会場はトーマスを館内運行し、きらめくトンネルで夢の世
界を現出させます。また、ミニ新幹線でこども達を乗せて館
内を運行、静岡県西部地域の鉄道各社のブースやクラフト きらきら鉄道博 JR浜松駅北口バスターミナル
教室、プラレール、ロンドンから本物の２階建てバスなども展 ｉｎはままつ 10番乗り場より、「78労災病院
実行委員会 産業展示館」方面行きバスで
東区流通元町 示し、参加型イベントを用意します。
事務局
「産業展示館」バス停下車。
20番2号
☆時間 9：30～17：00 （最終日16：30まで）
053-421- 東名浜松ＩＣより1分
（無料駐車場あり）
1311
※入場券 （ ）前売り券
中学生以上900円（700円） 小学生以下700円（500円） 3歳以下
無料、 障害者手帳療育手帳提示でご本人と介助者1名無料

※詳しいイベント内容、チケット購入方法については公式HP
にてご確認ください。
JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
「ふれあいディ」

7月16日

アクト通り
ロータリー南側

中区中央

地域住民の交流の場づくりやアクト地区及び中心市街地の
にぎわい創出を目的に、「アクト通りふれあいデイ」を開催し
ています。
☆時間 9：00～12：00 (雨天中止）

夏の浜名湖を思いっきり楽しもう！！
水鉄砲サバイバルゲーム、海上玉入れ合戦、海上綱引き等

2017はまなこ夏フェスタ
湖の運動会

7月16日

弁天島海浜公園

西区舞阪町
弁天島

☆時間 10:00～16:00
☆場所 弁天島海浜公園・西海水浴場
※（時間、競技内容等変更する可能性がございますので、ご
了承ください。）

アクト通り
利活用事業 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
実行委員会
ス「県総合庁舎」下車。

053-4572614

舞阪町
観光協会
053-5920757

駐車場の用意がありませんの
で公共交通機関等にてご来場
ください。

JR浜松駅より、東海道線下り
列車乗車約15分、「弁天島」駅
下車徒歩3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

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。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。

個人用望遠鏡の選び方や使い方についての講座と実技です。

☆時間 19:00～21:00

浜松市天文台
「望遠鏡講座」

浜松まつり会館
「凧揚げの日！」

五島協働センター

7月16日
浜松市天文台

7月16日

浜松まつり
会館

南区福島町
242-1

※会場 五島協働センター講座室 / 浜松市天文台屋上階
※要申込（申込順10名様程度）
※望遠鏡持参可
※6/24（土）14時より天文台までお電話でお申込み
※雨天実施

今年度も毎月第３日曜日は「凧揚げの日！」として、１０時か
ら１３時までの間に来館した中学生以下の子供たちに、家康
くんと直虎ちゃんのミニ凧を300円でお買い求め頂き、隣の
南区中田島町 芝生広場で凧揚げを体験してもらうイベントです。
1313
☆時間 10：00～13：00

浜松
まつり会館
053-4416211

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。
東名浜松ＩＣより約15分。

※参加費 300円（凧代） 入館料は別途必要

STARSHIP2017
スターシップ

7月16日

ソラモ浜松市
ギャラリーモール

年に5回開催している音楽、パーカッション、パフォーマンス
などのステージです。
中区砂山町
320-2

☆時間 12：30～17：00
※雨天決行(会場には大屋根があります。）

第38回ART MESSE
HAMAMATSU2017
（アートメッセ浜松）

7月16日 ～

ソラモ浜松市
7月17日 ギャラリーモール
（ART MESSE）

中区砂山町
320-2

年に数回開催しているアート・クラフトと物産のイベントで
す。
ステージイベント 12:00～17:00（7月16日のみ）
☆時間 7月16日 ・・11：00～17：00
7月17日 ・・10：00～16：00

ART MESSE
実行委員会
JR浜松駅北口より徒歩約3分。

090-92281823

ART MESSE
実行委員会
JR浜松駅北口より徒歩約3分。

090-92281823

※雨天決行(会場には大屋根があります。）
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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

紙皿でゆらゆらするおもちゃを作るよ！上手にゆらせるか
な？

浜松科学館
つくり隊！あそび隊！！
「紙皿シーソー」

浜松科学館
7月17日

浜松科学館

中区北寺島町 ☆時間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
256-3
※会場 常設展2F イベント広場
※定員 各回先着50名 （団体での参加はご遠慮願います）
※当日会場へお越しください。

053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。

夏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
学生親子向け天文教室です。

浜松市天文台
親子天文教室
「夏の星空を楽しもう」

新宮池 夏祭り

7月21日

7月22日

及
び

五島協働センター

7月28日
浜松市天文台

天竜区春野町
和泉平
(新宮池）

☆19：00～21：00
南区福島町
242-1

※会場 五島協働センター講座室/浜松市天文台
※要申込（小学生親子、申込順40名様程度）
※7/8(土)14時よりお電話でお申込み
※参加小学生以外の兄弟も同伴可
※雨天実施（講座と天文台見学）

新宮池は標高５００ｍの山頂に湧き出る水を水源とする池で
す。毎年７月下旬には池に屋台舟を浮かべ、夜には花火が
天竜区春野町
打ち上げられるなど盛大な祭が開催されます。
和泉平地内
☆時間 18：00～21：00

秋葉神社
奉納花火大会

7月22日

秋葉山本宮
秋葉神社下社前
河川敷

秋葉山本宮秋葉神社（下社）にて行われる花火大会。手筒
天竜区春野町 花火や打ち上げ花火が行われます。
領家328-1
☆時間 19：30～21：00

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。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。

春野協働
センター
053-9830001

遠州鉄道、「西鹿島」下車。遠
鉄バスで若身橋で下車。秋葉
バスに乗り換え、「新不動橋」
で下車。徒歩３０分。
新東名浜松浜北ＩＣより国道
152号・国道362号経由：約40分
または、新東名森掛川ＩＣより
県道58号・国道362号経由：約
40分

遠州鉄道「西鹿島駅」下車。遠
鉄バス西鹿島駅で乗車し、秋
秋葉山本宮 葉橋又は秋葉神社で下車。

秋葉神社

053-9850005

新東名浜松浜北ＩＣより国道
152号・国道362号経由：約30分
または、新東名森掛川ＩＣより
県道58号・国道362号経由：約
30分
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イベント名称

フェスタ天竜

開

催 期 間

7月22日

開催場所

クローバー通り
商店街

住所

イベント内容

よさこいソーラン、天竜太鼓、キッズダンス等のステージ
ショーや、物産展を行います。ゆかた・甚平でご来場された
天竜区二俣町
方には花火をプレゼントいたします。（先着順）
二俣

中田島

7月22日 ～

7月23日 砂丘入口
風紋広場

7月22日 ～

JR東海

7月23日 浜松工場

中区南伊場町 ☆時間 10：00～15：00（最終入場受付時間 14：30）
1-1
※入場無料
※雨天開催
※開催可否については 当日朝5時30分までに JR東海「新幹線
なるほど発見デー」のホームページにてお知らせいたします。

水遊び広場（6/24～9/18)・体験学習館を中心に、夏休みを
満喫できる楽しいイベントいっぱいです！

浜名湖ガーデンパーク
サマーフェスタ 2017

はままつフラワーパーク
アサガオ展

7月22日 ～

7月22日 ～

浜名湖

8月27日 ガーデンパーク

はままつ

7月23日 フラワーパーク

※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。

衣類や食器、雑貨など家庭内の不用品を販売するリサイク
ルフリーマーケットです。広い公園内には球技場、北欧風木
製遊具、サイクル広場、自然生態観察園、憩いの広場など 文化FORUM
様々な施設があり、四季折々の自然が楽しめます。
浜松
JR浜松駅北口バスターミナル6
南区中田島町
番乗り場より、中田島線乗車、
1674
☆時間 9:30～13:30
090-9228- 「中田島砂丘」下車。徒歩1分。
1823
※会場 浜松まつり会館前
※雨天中止・駐車場無料
今年の夏も新幹線と過ごそう！東海道新幹線に親しんでい
ただくイベントです！

JR東海 浜松工場
新幹線なるほど発見デー

アクセス方法

天竜浜名湖鉄道「二俣本町駅」
天竜産業 下車徒歩5分。
観光まつり 遠州鉄道「西鹿島駅」より山東
実行委員会 行」バスで「城下通り」下車。

053-9255151

☆時間 16：00～21：00

第11回
アース・エコ・フェア
中田島砂丘入口
風紋広場2017

問合せ先

西区村櫛町
5475-1

西区舘山寺町
195

☆開園時間 8:30～18:00

入園料・駐車料：無料

JR東海
テレフォン
センター
050-37723910

浜名湖
ガーデン
パーク

北口より、臨時無料シャトルバ
スを運行します。
または浜松駅北口、5番乗り場
乗車、「伊場遺跡入口」下車。
※駐車場はございません。
公共交通機関をご利用くださ
い。

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)

この他にも、様々なイベントを開催いたします。詳細は ちら
しをご覧ください。都合により、イベントの内容が変更になる
場合もございます。

053-4881500

東名浜松西ICより、約25分。

色鮮やかな大輪アサガオのツルを切り込み、盆養風に仕立
てた「名古屋アサガオ」を展示します。

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。

053-4870511

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。

☆時間 9：00～12：00
※入園料無料
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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
ちびっ子が水遊びできる深さ約20ｃｍ、8ｍ×10ｍの水遊び
コーナーが登場。涼しげなスプリンクラーも設置します。

はままつフラワーパーク
こども水遊び広場

7月22日 ～

はままつ

8月31日 フラワーパーク

西区舘山寺町
195

☆時間 9：00～17：00
※タオル、着替えなどをお持ち下さい。

浜名湖一の温泉街、舘山寺温泉で開催される花火大会は、
願い事を書いた数千の灯篭と水面に映るスターマインの競
演が夏の夜を彩り、大草山に反響する音も大迫力です。花
火前には遊園地パルパルで遊んだりサンビーチで泳いだ
り、天然温泉も楽しめます。

浜名湖かんざんじ温泉
灯篭流し花火大会

7月23日

内浦湾

西区舘山寺町 ☆時間 19：50～20：50
※灯篭供養席では、灯篭制作と灯篭流しを体験できます。
※灯篭制作 約10分
※中学生以上1,500円、小人(3才以上)1,000円
※予約優先（7/1～電話予約開始、400名様まで）
※小雨決行、荒天の場合は順延になります。

問合せ先

アクセス方法

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。

053-4870511

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。

かんざんじ
温泉
観光協会
053-4870152

JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より、舘山寺線乗車約
45分。
（帰りは、浜名湖パルパルバス
停より臨時バスを運行しま
す。）
東名浜松西ICより、県道65・48
号経由で約8km、車で約20分。
※公共・民営の駐車場もござい
ますが、台数に限りがございま
す。また、周辺は交通規制が
行われますので 公共交通機
関のご利用をお勧め致します。

星の入った風景写真を撮るための講座や実技。
☆時間 18:30～21:00

浜松市天文台
7月23日
「四季の星空写真講座」夏

五島協働センター
浜松市天文台

南区福島町
242-1

※会場 五島協働センター講座室 / 浜松市天文台屋上階
※要申込（申込順20名程度）
※7/1（土）14時より天文台までお電話でお申込み
※カメラ持参（一眼レフ、ミラーレス等レンズ交換式カメラ）
※その他持ち物あり(持ち物はホームページ等でご確認ください。）

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。

053-4259158

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
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。

053-4562208

東名浜松西ICより環状線南へ
舘山寺街道左折、富塚経由約
20分。

※雨天中止（講座と室内での実技）
夏休み期間中、博物館で匂玉作りなどのむかしの文化や歴
史に触れられる体験ができます。

浜松市博物館
｢夏休み体験館｣

7月24日 ～

8月27日 浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

※博物館観覧料 （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無料）
※期間中は「休館日なし」で連日開催します。
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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
航空自衛隊浜松広報館に展示されているライトアップされた
航空機と自衛隊機のナイトフライトの見学ができます。

航空自衛隊浜松広報館
「夜間開館」

航空自衛隊

7月25日 ～

7月26日 浜松基地
広報館

西区西山町
無番地

いろいろな食虫植物を始め、変わりもの植物・おもしろい植
物を紹介します。
7月29日 ～

はままつ

8月31日 フラワーパーク

西区舘山寺町
☆時間 9：00～17：00
195
※入園料無料

はままつフラワーパーク
「カブトムシ・クワガタ
ワールド」

7月29日 ～

はままつ

8月31日 フラワーパーク

西区舘山寺町
195

子どもたちに人気の世界のカブトムシやクワガタを展示しま
す。8月16日(火)までは虫にさわって遊べるタッチコーナーも
あります。涼しい部屋の中で楽しめます。
☆時間 9：00～17：00
※入園料無料

浜松市博物館
市民協働展
「三遠南信土の中のわく
わく動物園」

三遠南信で発見され、子供たちにも人気があるワニ、ナウマ
ンゾウなどの化石と、蜆塚遺跡で発見された動物骨や、埴
輪などの動物の造形作品を紹介します。
7月29日 ～

9月3日 浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

☆時間 9:00～17:00
※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

理科自由研究の進め方・まとめ方、実験・観察の具体的な
方法や器具の使い方を小中学校の理科の先生がアドバイ
スします。

浜松科学館
理科自由研究の相談

7月29日 ～

7月30日 浜松科学館

中区北寺島町
☆時間 ①10:00～12:00 ②13:00～15:00
256-3
※会場 浜松科学館1F 実験室
※当日直接会場へお越しください。（対象：小学生・中学生）
※協力 浜松市教育研究会理科研究部

アクセス方法
JR浜松駅北口バスターミナル

航空自衛隊 14番乗場より、「泉・高丘」行き
浜松広報館 乗車、「泉4丁目」バス停下車、

☆開館時間 13：00～20：00 （13：00までは閉館）
※航空自衛隊の都合により中止となる場合がありますの
で、ご了承下さい。

はままつフラワーパーク
「不思議な植物展」

問合せ先

徒歩約10分。

053-4721121

東名浜松西ICより、車で約10
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。

053-4870511

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

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。

053-4870511

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。

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。

053-4562208

東名浜松西ICより環状線南へ
舘山寺街道左折、富塚経由約
20分。

浜松科学館
053-4540178

JR浜松駅南口より徒歩7分。
※駐車場はございません。
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イベント名称

第12回
春野人めぐり

開

催 期 間

開催場所

春野町内

7月29日 ～ 7月30日 各所

住所

イベント内容

春野に生まれ育った、また春野に移住した人たちが、春野
の魅力を知ってもらうため家や工房や庭を開放し、さまざま
な体験などができます。今回は、21の個人やお店などが参
加します。
内容の詳細は、春野人めぐり公式ブログでご確認ください。
天竜区春野町
春野人めぐり公式ブログ http://harunobito.hamazo.tv/
☆時間： 10：00～16：00

問合せ先

天竜区
観光協会
春野支部

アクセス方法

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。

053-983-0001 新東名浜松浜北ICより約40
分。

※体験はプログラムにより 有料、予約要。

チームラボアイランド
学ぶ！未来の遊園地
ｉｎ浜名湖

ボートレース

7月29日 ～ 8月30日 浜名湖

チームラボが進める教育プロジェクト「チームラボアイランド学ぶ！未来の遊園地-」を開催します。
今回展示するのは、「お絵かき水族館」「お絵かきタウン」「
光のボールでオーケストラ」などの計6作品。また、展示と同
時に、「グルメイベント」 「ボートレーサーなりきり撮影コーナ ボートレース
湖西市新居町 ー」など、様々なイベントもあります。
浜名湖
中之郷3727-7
☆時間 10：00～18：00(入場は閉場の30分前まで)
053-594-7111

ＪＲ東海道線「新居町」下車、北
口より徒歩5分
東名「浜松西IC」より約30分
新東名「浜松浜北IC」より約50
分

※休業日：会期中無休
※入場料：大人 1,200円／中学生･高校生 800円／子ども（3歳～
小学生） 600円
詳細はインターネットにてご確認ください。

手作り望遠鏡キットを使い、お子様にも扱いやすい低倍率の
望遠鏡を作ります。作った後は屋外で天体観望をします。

浜松市天文台
「望遠鏡を作ろう」

第23回
ヤマメつかみ取り大会

五島協働センター

7月30日
浜松市天文台

7月30日

翁川

☆時間 18:00～21:00
南区福島町
242-1

天竜区水窪町
西浦地区

※会場 五島協働センター1Fホール / 浜松市天文台
※要申込（小学生親子、申込順40名様程度、兄弟同伴可）
※材料費 2,300円程度(当日、現金で集金）
※7/15（土）14時より天文台までお電話でお申込みください。
※雨天実施(工作と天文台見学）
水窪川の支流翁川につかみ取り会場を設けて、大自然の中
でヤマメのつかみ取りを楽しむことができます。夏休みの思
い出にご家族で参加してみてはいかがでしょうか。
☆時間 受付開始 10時 / スタート 12時
※料金 1,500円(高校生以上) 500円(小中学生)

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。

053-4259158

東名浜松ICより、国道一号線を
南進、「福塚」交差点を左折。

天竜区
観光協会
水窪支部
053-9870432

JR豊橋駅よりJR飯田線水窪駅
で下車、バス30分 タクシー20
分。
新東名浜松浜北ICより国道152
号線草木トンネル手前に臨時
駐車場あり。
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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
マックスバリュ浜松三方原店駐車場で家庭の不用品を販売
するフリーマーケットを開催します。※雨天中止

マックスバリュ
浜松三方原店
フリーマーケット

マルシェ・ド・ソラモ

マックスバリュ
浜松三方原店

7月2日

北区東三方町 ☆時間 10：00～14:00
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

7月6日
7月7日
7月14日
及 7月15日
び 7月20日
7月21日
7月28日
7月29日

ソラモ浜松市
中区砂山町
ギャラリーモール
（マルシェドソラモ） 320-2

及
7月13日
7月27日
び

ソラモ浜松市
ギャラリーモール 中区砂山町
（旬の味・採れたて 320-2
バザール）

7月3日

問合せ先

アクセス方法

文化FORUM
JR浜松駅北口バスターミナル
浜松
090-92281823

13番乗り場より、56番萩丘都田
線乗車、「東三方」下車。徒歩3
分。

「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
出品者の会
JR浜松駅北口より徒歩約3分。
ジュース・栃餅・静岡茶等）を販売します。
090-56173518

☆時間 9:00～15:00

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

地域農林水産
をPRする会

☆時間 10：00～15:00

JR浜松駅北口より徒歩約3分。

※台風等でやむ得ない理由により、中止や開催日時が変更 090-1982-4756
となる場合があります。

※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

2017年6月20日発行
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