〈 2018年5月 〉
イベント名称

開

催

期間

開催場所

はままつ
フラワーパーク

浜名湖花フェスタ2018

3月21日 ～ 6月10日
浜名湖
ガーデンパーク

浜松市イベント情報
住所

イベント内容

問合せ先

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
浜名湖周辺の花の名所や、観光施設が一体となって、地域
きにて約40分、「フラワーパー
の花と緑、浜名湖の旬の食材が楽しめる「浜名湖花フェスタ
ク」下車すぐ。
浜名湖花フェ 東名浜松西ICより、県道65号・
西区舘山寺町 2018」を開催します。花いっぱいの華やかな風景めぐりがで
スタ2018 48号線を舘山寺温泉方面へ約
きるイベントです。
195
実行委員会 15分。

西区村櫛町
5475-1

☆開園時間 8：30～17：30
※入園料（はままつフラワーパーク）

053-4870152

大人(高校生以上）800円～1,000円、小・中学生400円～500円

はままつフラワーパーク

4月下旬 ～

はままつ
フラワーパーク

龍潭寺
春の特別展示
「井伊家展」

4月7日

浜名湖

～ 6月10日 ガーデンパーク

西区村櫛町
5475-1

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。

■バラのアーチ通り抜け
☆日時 5/12～5/27
☆場所 花の美術館

浜名湖
ガーデン
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・村
櫛」行きにて、「ガーデンパーク」
下車。(約60分)

■マルシェ・ド・浜名湖（土・日・祝日のみ）
☆日時 4/7～6/10 10:00～なくなり次第終了

053-4881500

龍潭寺庭園のサツキが見頃を迎えます。井伊家ゆかりのも
のなども展示されます。
3月26日 ～ 6月30日 龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

ガーデンパーク：
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・村
櫛」行きにて、「ガーデンパーク」
下車。(約60分)
東名浜松西ICより、約25分。

はままつ
フラワー
パーク

■フジの花
☆日時 ４月下旬～５月上旬
※80ｍに渡るノダナガフジ、70ｍのシロフジの藤棚は必
西区舘山寺町
見！
195
■和風盆栽展
☆日時 5/3～5/5 10：00～16:00

浜名湖ガーデンパーク
Spring Festa 2018

アクセス方法

☆時間 9：00～16：30
※拝観料 大人500円 子ども200円

龍潭寺
053-5420480

東名浜松西ICより、約25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。
新東名 浜松いなさICより南へ
約10分。
東名 浜松西ICより北へ約30分
または 三ケ日ICより東へ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

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。
天保養魚場

浜名湖うなぎ探検隊

4月中旬 ～

9月下旬 天保養魚場

西区白洲町
3353-1

☆見学料 大人500円・中学生以下無料
白焼き直売店、お食事処、お土産ご購入時ご利用いただけ
る500円の利用券が付きます。

053-4871896

東名浜松西ＩＣより、約20分。

※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

舞阪漁港
えんばい朝市

4月21日

及
び

5月19日
舞阪漁港
6月16日 魚市場
7月21日

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
西区舞阪町
なぎの白焼き、あげはん、海苔、野菜、果物、花の苗などを
舞阪2119-19
販売いたします。
☆時間 7：00～10：00
※準備ができ次第、販売を始めます。

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

かんざんじ温泉

5月13日 ～ 10月31日 サンビーチ

西区舘山寺町

5月15日 ～

浜名漁協

9月30日 雄踏支所

053-592-3811

JR浜松駅よりJR東海道線にて
「弁天島」駅下車、徒歩15分。
浜松西IC 東名浜松西ICより約
30分。

※駐車場は弁天島海浜公園に
当日のみの
なります。（朝市会場で無料駐
連絡先
車サービス券(当日のみ利用
053-592-0320
可）をお渡しします）

みんなでちからと呼吸を合わせて網を引く地引網、職場・組
合・子供会などのアクティビティに人気です。とれた獲物は
みんなで分けてお持ち帰り。開始時間はご相談に応じます。

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
温泉
観光協会 て約50分、「銀行前」下車、徒歩

※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

053-4870152

浜松西IC 県道65・48号経由で
約8km、15分。

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。

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

浜名商工会
舞阪支所

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。
※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）

約1分。
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イベント名称

実相寺庭園
緑のよそおい見頃

開

催

5月上旬 ～

期間

開催場所

6月上旬 実相寺

住所

北区引佐町
金指1371

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

庭園の三連山の緑と、点在するさつきの緑がとりわけ美しい
です。

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。

☆時間 9：00～16：00

053-5420601

※料金 無料

平野美術館
木村圭吾［美の宇宙］
拡張する日本画 生の躍動、美の飛翔

日本画家・木村圭吾は、日本一の桜の名手です。親愛を込
めて「圭吾桜」と呼ばれています。一本桜・千年桜に自己投
影を果たし、孤独な戦いを追求してきました。
4月7日

～

6月17日 平野美術館

中区元浜町
166

☆時 間 10:00～17:00
※休館日 毎週月曜日、5/3～5/5
（月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館）
※拝観料 大人800円、中高生300円、小学生200円

明治から平成までの日本洋画の名作を展示し、その道筋を
たどりながら画家の情熱や想いを探ります。明治以降の美
術史に革命をもたらした巨匠から話題の現代作家まで厳選
した約80点をウッドワン美術館の所蔵作品から紹介します。

浜松市美術館
THE 日本洋画１５０年展

4月14日 ～ 6月6日

浜松市美術館

中区松城町
100-1

秋野不矩美術館
特別展
「絵本にみる日本画」

日本画家が描いた絵本挿絵の原画を本制作作品とともに展
示します。
4月28日 ～ 6月3日

浜松市
秋野不矩美術館

JR浜松駅北口バスターミナル12

平野美術館 番乗り場より乗車約7分、「元浜
町」下車。

053-4740811

天竜区二俣町 ☆日時 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
二俣130
※観覧料 大人800円、高校生500円、小中学生300円、70
歳以上、障がい者手帳所持者とその介護者1名は半額、静
岡県内の小学生でミュージアムパスポート持参の方は無料
※休館日 5/7 5/14 5/21 5/28 （4/30は開館）

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30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。

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。

☆時間 9：30～17：00
※観覧料／一般：1,200円、高校・大学生・専門学校生：800
円、小・中学生：600円
※70歳以上の方、障がい者手帳等をお持ちの方及びその
介護者１名は当日料金の半額

東名浜松西ICより国道257号経
由で約25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
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。

■テーマ展
「郷土玩具趣味－”かわいい”の後ろにひそむもの―」
浜松市のものとしては浜松張子がその代表です。
☆日時 4/14～5/20 9:00～17:00
■昭和レトロな博物館
☆日時 4/26～5/6

浜松市博物館

4月14日 ～

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

※観覧料（大人300円/高校生150円/中学生以下・70歳以
上・各種障がい者手帳を持ちの方無料）
■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆日時 5/12 14：00～14：30
※休館日 5/1、5/7、5/8、5/14、5/21,5/28

浜松まつり
凧揚げ合戦
御殿屋台引き回し

【凧揚げ合戦】
南区中田島町
凧揚げ会場

5月3日 ～

5月5日
【屋台引き回し】
中区鍛冶町
市内中心部

毎年5月3～5日の3日間開催される浜松まつりは、昼は凧揚
げ合戦、夜は御殿屋台引き回し、という2つの顔を持つ市民
のまつりです。浜松まつりの歴史は440年以上と古く、長男
誕生を祝って凧を揚げる風習が、のちに市民あげてのまつ
【凧揚げ合戦】
りに発展したものと言われています。
南区中田島町
【屋台引き回
し】
中区鍛冶町
市内中心部

【凧揚げ合戦】 173町参加（予定）
※会場 中田島凧揚げ会場
☆時間 3日～4日10:00～15:00
5日
12:00～15:00（こども凧揚げ10:00～12:00）

【凧揚げ合戦】
JR浜松駅よりシャトルバスにて
中田島凧揚げ会場行き。

浜松まつり
組織委員会 浜松ICより、国道1号線を南下、
事務局
約10分。飯田公園臨時駐車場
053-4580011

【御殿屋台引き回し】 80町参加（予定）
※会場 市内中心部
☆時間 18:30～21:00

浜松まつりにぎ

物産出店
ストリートイベント！
浜松出世道

5月3日 ～

アクト通り及び

5月5日 東ふれあい公園

中区板屋町

にて駐車。シャトルバスにて中
田島凧揚げ会場行き。
【御殿屋台引き回し】
JR浜松駅北口より徒歩5分。

JR浜松駅北口より徒歩10分。

御殿屋台を観ながら、ご当地グルメやステージイベントをお わいイベント部
JR浜松駅北口バスターミナル10
楽しみください!!
アクト通り実行
委員会

☆時間 11：00～18：30

053-424-6035

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。
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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

■凧作り教室
☆日時 5/3～5/5 10：00～15：00
竹と和紙でできた無地の凧に絵付をし、凧糸・尾っぽを付け
て自分だけのオリジナル凧を作ります。完成した凧を会館す
ぐ横の芝生広場で揚げられます。雨天中止！
※凧１セット500円、１日150枚限定（凧無くなり次第終了）。
※入館料は別途必要（大人400円）
※シャトルバス復路券提示で半額割引、中学生以下は無料
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。

■大凧揚げ体験＆フォトスポット＆出世太鼓体験
☆日時 5/3～5/5 10：00～15：00

浜松まつり会館

5月3日

～

浜松まつり会館

※出世太鼓体験は館内にて実施（入館料大人400円）
南区中田島町 ※雨天中止
1313
■浜松まつりフォトコンテスト2018
☆日時 5/3～5/31

浜松
まつり会館 東名浜松ＩＣより約15分。
053-4416211

会館指定の「応募票」を作品に貼りつけて、郵送又は持参に
て応募します。応募期間は5月末まで、参加料は無料です。
「応募票」は浜松まつり会館HPからダウンロードも可能で
す。

5/3～5/5間のみ
■浜松駅より浜松まつり会場行
専用シャトルバスあり
■飯田公園駐車場よりシャトル
バスあり

※対象 2018浜松まつり期間（5/3-5/5)に撮影された作品
浜松まつりの魅力が伝わる作品
■第3日曜日は「凧揚げの日」
☆日時 5/20 10：00～13：00 （参加費 300円凧代）
※入館料は別途必要（大人400円）
こどもの日にあわせて、中学生以下のお子様を無料で招待
します。
リュウガシドウ

竜ヶ岩洞
子どもの日無料招待

5月5日

竜ヶ岩洞

北区引佐町
田畑193

☆時間 9：00～17：00
※高校生以上1000円

竜ヶ岩洞
053-5430108

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。
東名浜松西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。
新東名浜松いなさ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

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
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
天文台

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。

■太陽・昼間の星 観望会
☆日時 5/6 14：00～16：00
■土曜星空観望会
☆日時 5/12 5/19 5/26

19：00～20：50

※申込不要、参加無料、どなたでも参加可能
※時間内入退場自由、直接会場へ
※雨天中止
■四季の星空写真講座：春（要予約）
☆日時 5/13 18：00～20：30
浜松市天文台
観望会

5月6日

他

浜松市天文台

南区福島町
242-1

※カメラで星の入った風景写真を撮るための講座と実技（望
遠鏡を使った講座ではありません）
※参加無料、 ※定員20名
※4月21日（土）14:00～お電話で天文台まで（申込順）
※雨天実施（講座と室内での実技）
※カメラ持参 他 詳細はホームページ等でご確認ください。
■望遠鏡講座（要申込）
☆日時 5/27 19：00～21：00
※5月6日（土）14:00～お電話で天文台まで（申込順）
※参加無料 ※定員10名 ※個人の望遠鏡持参可
※雨天実施

浜松市天文台
天文ミニ講座
「春の星空」

■天文ミニ講座 春の星空
☆日時 5/19 17：30～18：30
☆場所 2F講座室
5月19日

五島協働センター 南区福島町

242-1

※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、直接会場へお越しください。
※雨天中止

☆時間 14：00～16：00

太陽・昼間の星
出張観望会

5月20日

遠州灘海浜公園
（石人の星公園）
正面広場

南区江之島町
※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
1706
※時間内入退場自由。直接会場へお越しください。
※雨天中止

053-4259158

東名浜松ICより南へ11km、約20
分。
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イベント名称

ゆりの木通り
手作り品バザール

開

催

5月12日 ～

期間

開催場所

ゆりの木通り

5月13日 歩道

住所

浜松市中区
田町

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

ゆりの木通り手
毎回100店以上が並びます。個性的な作品の数々を眺めな 作り品バザー
ル
がらぶらぶら街歩きするのも楽しいものです。
実行委員会 JR浜松駅北口より徒歩約10分。
(カスミヤ)

☆時間 10:00～17:00 (少雨決行)

053-452-2504

竜ヶ石山
まるごとハイキング

5月13日

竜ヶ岩洞

北区引佐町
田畑193

竜ヶ岩洞より出発し、カルスト地形を見ながら竜ヶ石山頂を
目指します。帰りのコースは白橿の棚田を眺め一休みでき
るデッキもあります。行程約6㎞です。ガイドウォークは午前
10時スタート。
※受付 9：00～10:00 随時出発

竜ヶ岩洞
053-5430108

※参加無料、事前申込不要、雨天中止

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。
東名浜松西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。
新東名浜松いなさICより約10分

渋川つつじまつり

梅狩り（梅の杉山園）

5月19日 ～

5月19日 ～

5月27日 渋川つつじ公園

6月下旬
梅の杉山園
(予定）

北区引佐町
渋川

北区引佐町
奥山1737379

シブカワツツジは、葉が3枚ずつ、花も3輪ずつ開花するのは
特徴で別名ジングウツツジとも呼ばれています。蛇紋岩地
帯にのみ群生し、分布範囲が狭い貴重な植物で、公園内に
自生する約4,000本の群落は、県の天然記念物に指定され
ています。渋川つつじ公園は、小高い山の上にあります。歩
きやすい服装でお越しください。期間中の土日には、歌謡
ショーや物産展も開催されます。

梅ジュース向きの宮口小梅です。
収穫した梅は実費(市販価格の半額/kg）で販売致します。

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「渋川」行き、「渋
川」下車、徒歩約5分。

053-5224720

新東名浜松いなさICより車で約
20分。

JR浜松駅北口バスターミナル15

梅の杉山園 番乗場より、奥山行き60分「奥
山」下車、徒歩30分。

☆時間 9:00～16:00

090-1625新東名浜松いなさICより約10
0933
分。

※入園料無料

はままつ
染め織りマーケット

5月19日 ～

5月20日 Aｎｙ（エニィ）

中区千歳町
91-1

浜松市を中心とした遠州地域は江戸時代から続く歴史ある はままつ染め
「遠州織物」の産地。生地を生み出す人、生地を使う人、製 織りマーケット
事務局
品を楽しむ人、繊維にまつわる人々が集う場、それが「はま
JR浜松駅北口より徒歩5分。
まつ染め織りマーケット」です。
053-457-2285
☆時間 10:00～17:00

（浜松市産業
振興課）
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イベント名称

まるたま市

開

催

5月19日 ～

期間

開催場所

浜松市

5月20日 中心市街地

住所

中区肴町
商店街周辺

イベント内容

問合せ先

まるたま市は浜松中心市街地の商店街「肴町商店街」をメイ 浜松まちなか
ンに町中の空き店舗や空間を活用した雑貨市。ものづくりを マネジメント株
式会社
JR浜松駅より徒歩5分～10分
楽しむ人々の手によってつくられる手作りのイベントです。
☆時間 10:00～17:00

053-459-4320

■どうぶつガイド「ユキヒョウ」
☆日時 5/20 13:30～
※場所 ユキヒョウ舎前
3月に来園したユキヒョウの生態や特徴、来園してからの
様子など飼育員がガイドします。

浜松市動物園
5月のイベント

5月20日 他

浜松市動物園

アクセス方法

■どうぶつクイズラリー
☆日時 5/27 9:00～
※場所 正面エントランス
※定員 先着200名
西区舘山寺町
園内の動物や掲示板をよく見たり読んだりしてクイズに答
199
えましょう。参加していただいた方には動物園グッズをプレ
ゼントします。

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45分「動物園」バス停下
車。

浜松市
動物園
053-4871122

★はままつフラワーパークで開催の「浜名湖花フェスタ
2018」の期間中、入園券を提示しますと250円で動物園に入
園できます。（1枚につき1回当日限り有効です。）
（3月21日～6月10日）

東名浜松西ICより、県道65号・
48号を舘山寺温泉方面へ約20
分。
ナビは「浜松市動物園正門」と
入力してください。
動物園駐車場が満車の場合
は、フラワーパーク駐車場もご
利用できます。

※動物に関するイベントは、動物の健康状態や天候などに
より中止する場合があります。

天浜線フェスタ

5月26日 ～

天竜浜名湖鉄道

5月27日 天竜二俣駅

この日しか体験できない「転車台乗車体験」や「車両下廻り
見学ツアー」、「運転席記念撮影」、「レールカット販売」な
天竜区二俣町 ど、ここでしか体験・購入できないものばかり！！
阿蔵114-2
☆時間 10:00～15:30

R浜松駅より遠州鉄道に乗り換

天竜浜名湖 え、終点「西鹿島駅」下車後、天
鉄道
竜浜名湖鉄道に乗り換え「天竜
二俣駅」下車すぐ

053-9252276

新東名浜松浜北ＩＣより 国道
152号線を北上、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
昼には大凧が空を舞う大凧揚げ、土曜の夜には遠州大念
仏や打ち上げ花火などの火祭りを行います。特に、まつりの
シンボルである’飛竜ナイアガラ’は必見です。

第28回
遠州はまきた飛竜まつり

26日 <天竜川中瀬緑地>10:30～21:00
5月26日 ～

5月27日 天竜川中瀬緑地

浜北区中瀬

浜北凧揚げ 10：30～16：00 / 飛竜火まつり 18：50～21：00

<なゆた・浜北会場>10:00～15:00
27日

5月27日

春野
ふれあい公園

天竜区春野町 ☆時間 10：00～15：00
領家145-1
※入場無料・駐車場無料
※詳細については公式HPをご覧ください。

早乙女が歌などに合わせた神田に稲の苗を植えるもので、
稲の成長と祈願します。

井伊谷宮 お田植え祭

5月27日

井伊谷宮

北区引佐町
☆時間 13:30～
井伊谷1991-1
※荒天雨天の場合は順延します。

あじさい・ささゆり祭り

5月下旬 ～

7月上旬 奥山高原

北区引佐町
奥山堂ノ上
1736-1

アクセス方法

R浜松駅より遠州鉄道「新浜松
遠州はまきた
駅」乗車、「浜北駅」下車。（なゆ
飛竜まつり
た浜北） → シャトルバス
実行委員会
053-585-1116

新東名浜松浜北ICより約5分。
（中瀬緑地）

<天竜川中瀬緑地>10:00～16:00
浜北凧揚げ / 水の道物産展

メーカーの枠を超えたオールドカーなどが勢ぞろい。
秋葉太鼓演奏やオールドカーの車両展示＆オールドカーパ
レード、春野物産コーナーなどイベント盛りだくさんです。

第8回 オールドカー
in K'zROAD

問合せ先

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。

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り換
え、終点「西鹿島駅」下車後（約
春野
32分）、遠州鉄道バス秋葉線春
協働センター 野車庫・春野総合事務所行きに
て「ふれあい公園」下車（約45
053-983- 分）。

0001

井伊谷宮
053-5420355

奥山高原
053-5430234

新東名浜松浜北IC、森掛川ICよ
り、いずれも車で約30分。

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場「奥山」行き「神宮寺」
下車、徒歩15分。
新東名 浜松いなさICより約10
分。

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1時間30分。
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
平成30年度
プロムナードコンサート

開

催

期間

開催場所

5月13日★

及
5月19日 キタラ
5月12日
び
5月26日

住所
中区砂山町
浜松駅
北口広場

ソラモ浜松市
中区砂山町
ギャラリーモール

ソラモ イベント

320-2

イベント内容

問合せ先

※雨天中止
※5/13 まちなかにぎわいコンサート 12：00～

(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

■浜松ジャズデイ

浜松ジャズ協
会事務局

☆時間

15:00～

☆日時 5/13 12：00～17：30
※入場無料

090-38537490（野島）

■マルシェ・ド・ソラモ

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会

☆日時 9:00～15:00

■旬の味・採れたてバザール
☆日時

アース・エコ・フェア
浜松城公園2018
（地球環境展）

浜松城公園

5月12日 ～ 5月13日 中央芝生広場

中区元城町
100-2

5/10 5/24

JR浜松駅北口より徒歩約3分。

090-56173518

5/9 5/17 5/18 5/23 5/25 5/26 5/29 5/30 5/31
※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。

アクセス方法

地域農林水産物
をPRする会

090-19824756

10：00～15：00

JR浜松駅北口バスターミナル13
出店者自身のアート・クラフト作品、農家農園の野菜・果物、
生産者の物産、家庭の不用品などを販売する環境フェアで 文化FORUM 番乗り場全線乗車可能、「浜松
城公園入口」下車、徒歩2分。ま
浜松
す。

たは、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

☆時間 10：00～15：00 （雨天中止）

分。
JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
「ふれあいディ」

5月20日

アクト通り
中央ロータリー
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。

アクト通り
利活用事業 JR浜松駅北口バスターミナル10
実行委員会 番乗り場より、75番76番のバス

☆時間 9：00～12：00 (雨天中止）
※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

「県総合庁舎」下車。

053-4572614

駐車場がありませんので公共交
通機関等にてご来場ください。
2018年4月20日発行
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