〈 2018年6月 〉
イベント名称

開 催 期 間

開催場所

浜松市イベント情報
イベント内容

住所

問合せ先

アクセス

浜名湖周辺の花の名所や、観光施設が一体となって、地域
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
フラワーパーク：
2018」を開催します。花いっぱいの華やかな風景めぐりがで
ＪR浜松駅北口バスターミナル1
きるイベントです。
浜名湖花フェス 番乗り場より、「舘山寺温泉」行
【はままつフラワーパーク】

浜名湖花フェスタ2018

■手筒花火 - 花フェスタファイナルイベント -

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺町
☆日時 6/9 19：30～（予告なく中止変更の場合があります）
195

浜名湖
ガーデンパーク

西区村櫛町
5475-1

☆場所 噴水池南側

3月21日 ～ 6月10日

■琴演奏（雨天中止）
☆日時 6/9 10：30～11：00/13：30～14：00
■モデルミニ撮影会（小雨決行）
☆日時 6/24 13：30～15：00
※花フェスタ期間中の開園時間 8：30～17：30
※6/9のみ閉園時間 21：00
※入園料 大人(高校生以上）800円～1,000円、小・中学生400円～500円

龍潭寺
春の特別展示
「井伊家展」

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

☆時間 9：00～16：30

タ2018実行委 きにて約40分、「フラワーパー
員会
ク」下車すぐ。
053-487-0152 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
053-487-0511
ガーデンパーク：
JR浜松駅北口バスターミナル1
浜名湖ガーデ 番乗り場より、「舘山寺温泉・村
ンパーク
櫛」行きにて、「ガーデンパーク」
053-488-1500 下車。(約60分)
東名浜松西ICより、約25分。

龍潭寺
053-5420480

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。

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。

※拝観料 大人500円 子ども200円

庭園の三連山の緑と、点在するさつきの緑が美しいです。

実相寺庭園
緑のよそおい見頃

5月上旬 ～

6月上旬 実相寺

北区引佐町
金指1371

☆時間 9：00～16：00

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。

053-5420601

※拝観料 無料

東名浜松西ICより国道257号経由で
約25分。

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
梅の杉山園 JR浜松駅北口バスターミナル15番
格の半額/kg）で販売致します。

梅狩り（梅の杉山園）

5月19日 ～

6月下旬
梅の杉山園
(予定）

北区引佐町
奥山1737-379 ☆時間 9:00～16:00

090-16250933

乗場より、奥山行き60分「奥山」下
車、徒歩30分。
新東名浜松いなさICより約10分。

※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

問合せ先

アクセス

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

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

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
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。

※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

5月15日 ～

浜名漁協

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。
※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）

舞阪漁港
えんばい朝市

6月16日

及
び

舞阪漁港

7月21日 魚市場

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 （4/21 5/19 6/16 7/21）
※準備ができ次第、販売を始めます。

JR浜松駅よりJR東海道線にて
浜名商工会 「弁天島」駅下車、徒歩15分。
舞阪支所
浜松西IC 東名浜松西ICより約
053-592-3811 30分。
当日のみの ※駐車場は弁天島海浜公園に
連絡先
なります。（朝市会場で無料駐
053-592-0320 車サービス券(当日のみ利用
可）をお渡しします）
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イベント名称

開 催 期 間
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住所

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。

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

イベント内容

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

問合せ先

アクセス

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

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分。

■THE 日本洋画１５０年展
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。
☆日時 4/14～6/6 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

浜松市美術館
■THE日本洋画
１５０年展
■この男がジブリを支え
た。「近藤喜文展」

4月14日 ～ 6月6日
浜松市美術館

中区松城町
100-1

6月23日 ～ 9月9日

■この男がジブリを支えた。「近藤喜文展」
スタジオジブリの全面的な協力のもと、近藤喜文が関わった
アニメーションの原画など約500点を展示します。

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。

☆日時 6/23～9/9 9：30～17：00 (6/23のみ 10：30～)
※ 一般：1,300円（1,040円）、大学・高校・専門学校生：800円
（640円）中学生・小学生：600円（480円） （ ）内は前売料
金、前売券の販売は6/22（金）まで
※期間中の休館日 6/25、7/2、7/9、7/17、7/23、7/30

■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。

秋野不矩美術館
■特別展 「絵本にみる日 4月28日 ～ 6月3日
本画」
■第2回所蔵品展

6月16日 ～ 7月29日

浜松市
秋野不矩美術館

天竜区二俣町
二俣130

☆日時 4/28～6/3 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
■第2回所蔵品展
「秋野不矩 美の殿堂2 ～絵本と物語の世界～」
絵本原画と物語性が意識された本制作作品を展示します。
☆日時 6/16～7/29 9:30～17:00 （入館は16:30まで）

3

開 催 期 間

イベント名称

開催場所

イベント内容

住所

浜名湖湖畔で出逢う、幻想的な光の舞をごらんください。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。【予約制】
季節前半：源氏ボタル、季節後半：平家ボタル
ほたる鑑賞ガイドツアー

5月19日 ～ 6月17日

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺町 ☆時間 19：30 ～20：15
195
※集合場所 はままつ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（税込）
※中学生以下は保護者同伴でお越しください。

問合せ先

アクセス

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
【申込/問合】
きにて約40分、「フラワーパー
舘山寺温泉
ク」下車すぐ。
観光協会
053-487-0152

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。

※駐車場は「浜松動物園」をご利用ください。（駐車料200円）
※その他詳細は ちらし・ホームページにてご確認ください。

都田川流域で自然に繁殖したホタルの光を、フルーツパー
ク園内から川原に下りて見ることができます。
はままつ
フルーツパーク時之栖
ほたるの夕べ

5月26日
6月1日
6月9日

～ 5月27日
～ 6月3日

はままつ
フルーツパーク
時之栖

☆時間 19:30～20:30 (園の閉園時間は開催日のみ21:00)
北区都田町
4263-1

～ 6月10日

※場所 西エリア （サッカー場西 / 都田川河原）
※羽化状況により変動する恐れがあります。
※入園料のみで鑑賞できます。（大人700円・子供350円）
※18時以降の入園無料。
※都田川増水時は中止となる場合があります。

☆日時 6/2～7/8
6月2日

～ 7月8日

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

9:00～17：00

※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と介添えの方1名まで無
料）

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

053-428- ルーツパーク駅」下車、徒歩8分
5211
(9:00～17:00） 新東名高速道路 浜松SAスマー
トICからすぐ。(4km)

■テーマ展「いにしえの文字と浜松」
日本の古代史を書き換える大発見として注目された伊場遺
跡の出土木簡や墨書土器を中心に、静岡県内で見つかった
文学史料を集め、古代の浜松の様子を紹介します。

浜松市博物館
■テーマ展「いにしえの文
字と浜松」

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

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。

■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆日時 6/9 14：00～14：30
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開 催 期 間

イベント名称

開催場所

イベント内容

住所

■第5回出世の街浜松「家康公祭り」
武将隊パフォーマンス、コスプレｉｎ浜松城など。
第5回出世の街浜松
「家康公祭り」
6月2日

～ 6月3日

浜松城公園

第11回「家康楽市」
in浜松出世城2018

中区元城町
100-2

■第11回「家康楽市」in浜松出世城2018
出世の街浜松をテーマに出世の力を持つ「浜松パワーフー
ド」が勢ぞろい！

問合せ先

アクセス

【家康公祭り】
出世の街浜松
家康公祭り実行
委員会事務局
053-458-0011 JR浜松駅北口バスターミナル13
（土日･祭日を除く 番乗り場全線乗車可能、「浜松
9：00～18：00） 城公園入口」下車、徒歩2分。

または、1番乗り場全線乗車可

☆時間 9:00～16:30
※雨天決行
※駐輪場・駐車場はありません。公共機関をご利用ください。

【家康楽市】
能、「市役所南」下車、徒歩5分。
家康楽市in浜松
出世城実行委員
会
053-545-4192

■オウム・インコの日
☆日時 6/16 11:00～
※場所 動物愛護教育センター２階（動物園内）
※定員 先着20名
■どうぶつガイド「ゴールデンライオンタマリン」
☆日時 6/17 14:00～
※場所 小型サル舎前
■世界キリンの日
☆日時 6/23 11:00～
※場所 ミニサファリ
浜松市動物園
6月のイベント

6月16日 他

浜松市動物園

西区舘山寺町
■ペットボトルでけん玉作り（ボランティア企画）
199

☆日時 6/24 10:00～
※場所 動物愛護教育センター２階（動物園内）
※定員 先着30名（小学生程度）
■アムールトラ「ローラ」の日
☆日時 6/24 13:30～
※場所 トラ舎室内観覧通路

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

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。

★「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。）
※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。
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開 催 期 間

イベント名称

瀬尻 ぶか凧

開催場所

寺尾
凧揚げ広場

6月3日

住所

イベント内容

龍山町瀬尻の急峻な山腹、標高450メートルでの凧揚げで
す。初節句を祝って、およそ20畳の大きな凧がブーンとうな
りをあげて揚がっています。毎年第1日曜日に開催予定で
天竜区龍山町
す。
瀬尻(寺尾）
※水窪行きのバスは土砂崩れの影響で現在「水窪～唐沢」間が運
休中のため、「瀬尻」バス停には行きませんのでご注意ください。
（復旧時期未定）

5月下旬 ～

7月上旬 奥山高原

【集合】
奥山方広寺

6月16日

北区引佐町
奥山堂ノ上
1736-1

北区引佐町
奥山1577-1

■あじさい・ささゆり祭り
☆時間 10：00～17：00

奥山公園

北区引佐町
奥山

天竜区
観光協会
龍山支部
053-9680360

奥山高原
053-5430234

6月上旬

～

伊平川堤

竜ヶ石山

北区引佐町
田畑

新東名浜松浜北インターから車
で40分。秋葉ダム左岸の県道を
迂回。

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45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。
【集合場所 方広寺】
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。

☆時間 6/16 9：20～13:00
※場所 奥山方広寺黒門前～奥山高原

新東名浜松いなさICより約10
分。

期間中には、ウォーキングイベントも開催します。（無料）

奥浜名湖
観光協会
053-5224720

■伊平川堤あじさいまつり 6月上旬～6月下旬
北区引佐町
井平

アクセス

■第33回 奥山花街道あじさいウォーク
遠州自然研究会のガイドさんの案内で、のんびり花街道を
歩きます。見落としがちな山野草の説明を聞きながら、方広
寺黒門前から奥山高原まで約4ｋｍのコースを登ります。

■奥山公園あじさいまつり 6月上旬～6月下旬
あじさいまつり

問合せ先

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。
JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「渋川」行きにて
「滝清水」バス停下車。
東名浜松西ICより約30分。
新東名浜松いなさICより約5分。

緑豊かな自然に包まれたあじさい通りの散策や、休憩所とし
て台地に建つ“あずま屋”からの展望もまた、格別です。

■竜ヶ石山あじさいまつり 6月上旬～6月下旬

竜ヶ岩洞

竜ヶ石山ハイキングコースの林道沿いに、約1,500株の紫陽
花が咲きそろいます。（無料）

053-5430108

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「奥山」行きにて約
60分。
東名浜松西ICより約30分。
新東名浜松いなさICより約10
分。

6

イベント名称

浜松まつり会館

開 催 期 間

6月17日

開催場所

浜松まつり会館

イベント内容

問合せ先

アクセス

■第3日曜日は「凧揚げの日」
小学生以下のお子様にミニ凧を無料プレゼントし、凧揚げ体
験を楽しんでもらう企画。。中学生以上の凧購入希望の場
合は300円にて販売。

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。

住所

南区中田島町
1313

☆日時 6/17 9：00～14：00

053-4416211

※入館料は別途必要（大人400円）

井伊谷宮
夏越大祓

6月30日

井伊谷宮

夏越大祓は平安より続く神事です。1年を2つに分け、1～6
月の半年間で積もった罪穢れを祓い清め、残り半年間の無
用息災を祈願します。茅輪くぐりには作法があります、是非
北区引佐町
井伊谷1991-1 お越しになって確かめてみてください。

井伊谷宮
053-5420355

☆時間 15：00～

■マルシェ・ド・ソラモ

6/1 6/5 6/6 6/7 6/21 6/22 6/27 6/29 6/30
ソラモ浜松市
中区砂山町
ギャラリーモール
320-2
※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。

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。

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会

☆日時 9:00～15:00

ソラモ イベント

東名浜松ＩＣより約15分。

090-5617-3518

■旬の味・採れたてバザール

地域農林水産 JR浜松駅北口より徒歩約3分。
物をPRする会

☆日時

090-1982-4756

6/14 6/28

10：00～15：00

■浜松クラフトフェア2018
☆日時 6/23～6/25 10：00～17：00 （6/25は16：00まで）

VENT VISION
090-92281823
JR浜松駅北口バスターミナル13番

第27回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2018
（地球環境展）

6月9日

浜松城公園

～ 6月10日 中央芝生広場

中区元城町
100-2

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
す。
☆時間 10：00～15：30 （雨天中止）

文化FORUM 乗り場全線乗車可能、「浜松城公園
浜松
入口」下車、徒歩2分。または、1番
090-92281823

乗り場全線乗車可能、「市役所南」
下車、徒歩5分。
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

イベント内容

住所

毎月、第2日曜に開催！
サザンクロス
ほしの市

6月10日

浜松サザンクロス
中区砂山町
商店街

☆時間 10：00～15：00

問合せ先

アクセス

浜松サザンクロス
ほしのいち
JR浜松駅南口より徒歩約3分。
実行委員会

詳細は インターネットより検索ください。
JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
「ふれあいディ」

6月17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番
実行委員会 乗り場より、75番76番のバス「県総
合庁舎」下車。

053-4572614

☆時間 9：00～12：00 (雨天中止）

平成30年度
プロムナードコンサート

6月2日

6月 9日
及 6月16日
キタラ
び 6月23日
6月30日

中区砂山町
浜松駅
北口広場

☆時間

16:00～

※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。

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。

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

浜松市観光インフォメーションセンター

平成30年5月18日発行
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