〈 2018年8月 〉
イベント名称

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

開

催 期 間

開催場所

かんざんじ温泉

5月13日 ～ 9月下旬 サンビーチ

浜松市イベント情報
住所

イベント内容

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
西区舘山寺町 す。
※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
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

問合せ先

アクセス方法

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。

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。

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。

※料金：一隻（4名まで）30,000円。
※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）
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。
☆日時 9：30～17：00

浜松市美術館
この男が
ジブリを支えた。
「近藤喜文展」

6月23日 ～ 9月9日

平野美術館
開館30周年記念
7月7日
「近代美人画」
～描かれた女性たちに託
された秘密～

浜松市美術館

中区松城町
100-1

※ 入館料 一般：1,300円、大学・高校・専門学校生：800
円、中学生・小学生：600円
■8/4（土）ギャラリートーク「学芸員による展示会の見どころ紹
介」
■8/11（土）イベント「カオナシがやってくる！」
■8/19（日）コンサート 「バンジョー＆アコーディオンみんなの音楽会」

明治から平成に至る作品を取り上げます。竹久夢二、伊東
深水、國司華子、岡田眞治らの近代を代表する作家による
様々な美人の姿態、人間の精神の美しさを感じてください。

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
～

9月2日 平野美術館

中区元浜町
166

☆時 間 10:00～17:00 (入館は16：30まで)
※休館日 毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館）
※観覧料 一般800円／中高生300円／小学生200円
※土日に限り小中学生は無料

町」下車。

053-4740811

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分。
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イベント名称

浜名湖体験学習施設
ウォット

開

催 期 間

開催場所

7月15日 ～ 8月31日 ウォット

住所

西区舞阪町
弁天島5005-3

イベント内容
■海のチョウ展
☆日時 7/15～8/31 9：00～16：30(入館は16：00まで）
※入館料 大人 310円 高校生以下 無料
■ナイトウォット
☆日時 8/16～8/18 18：00～21：00(入館は20：30まで）

問合せ先

アクセス方法

浜名湖体験
学習施設 JR東海道線「弁天島駅」から徒
ウォット
歩15分
053-5922880

東名浜松西ICより約25分

■「1/6の日進月歩～明治から昭和のスゴロク～」
明治以降、欧米の影響を強く受け、社会情勢とともに人々
の暮らしが大きく変化した日本。子どもたちの遊び道具であ
る「双六」の図柄から読み解きます。

浜松市博物館

☆時間 9：00～17：00

■テーマ展
「1/6（ろくぶんのいち）の 7月21日 ～ 9月9日
日進月歩～明治から昭和
のスゴロク～」

※観覧料 一般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お持ちの方は無料
※休館日 8/27（月） 9/3（月）
■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆日時 8/11 14：00～14：30

浜松市博物館

■｢夏休み体験館｣

7月23日 ～ 8月26日

中区蜆塚
4-22-1

■夏休み体験館（一部有料）
・自分で石を削って作る勾玉づくり
・縄文キーホルダー
・缶バッジづくり
・自由研究に生かせる「展示ガイドツアー」 など

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。

日によって体験できる内容や時間が変わります。詳しくはチ
ラシ、ホームページ等をご覧ください。
☆時間 7/23～8/26

9：00～17：00

※観覧料 （大人300円、高校生150円、小・中学生・70歳
以上・障がい者手帳をお持ちの方と介添えの方1名まで無
料）
※8/21 「県民の日」のため入館無料
■8/21 「はまはく夏祭り」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

コンサート・イベント情報

第24回
浜松国際管楽器

7月31日 ～ 8月4日

アカデミー&フェスティヴァル

アクトシティ
浜松

中区板屋町

7/31 【オープニングコンサート】 18：30開演
アクトシティ浜松中ホール
8/2 【特別講座】 19：00. 開演
音楽工房ホール
8/4 【プレミアムコンサート】 18：00 開演
音楽工房ホール・・・入場無料・要整理券

浜松市
アクトシティ
音楽院

JR浜松駅より徒歩7分。

053-4511150

■スターウィーク 8/1～8/3 8/5 8/7 19：00～20：50
※8/4 浜名湖ガーデンパークにて開催(19:00～)
■太陽・昼間の星観望会 8/5 14：00～16：00
■望遠鏡工作 8/10 18：00～21：00
※要予約 7/14 14：00～ 電話にて受付（各回40名）
※参加費 2300円程度
■土曜星空観望会 8/11 19：00～20：50
8/18 19：00～23：00（延長観望会）
8/25 19：00～20：50
浜松市天文台

浜松市天文台

8月1日

他

五島協働センター

南区福島町
242-1

■ペルセウス流星群 観望会 8/12（22：00）～8/13（2：00）
※要予約 7/21 14：00～電話にて受付(定員200人程度）
■七夕ナイト 8/17 19：00～21：00

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。

■親子天文教室
「夏の星空を楽しもう」 8/19 19：00～21：00
※要予約 7/7 14：00～ 電話にて受付(定員60名）
■望遠鏡講座 8/26 19：00～21：00
※要予約 8/3 14：00～ 電話にて受付 (申込順10名程度）

■天文ミニ講座 夏の星空 8/18 17：30～18：30
イベントの詳細はホームページにてご確認ください。
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イベント名称

第30回
みどりの夏まつり

開

催 期 間

8月2日

開催場所

みどり～な

住所

南区大塚町
1876-1

イベント内容

スターウィーク2018
ｉｎはままつ

8月3日

～ 8月9日

浜松市
中心商店街

鍛冶町通り
モール街
肴町通り 他

☆時間 10：00～15：00

浜松市内で開催される真夏の恒例となる一大イベント。
※会場 浜松市中心商店街
※詳細はＨＰ、イベントチラシをご覧下さい。
広場にたくさんの望遠鏡を並べて夏の星空を楽しむイベン
トです。毎年8月1日～7日は「スターウィーク～星空に親し
む週間～」です。その他の日は「浜松市天文台」にて開催。

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク 5475-1

8月4日

☆時間 19：00～22：00
※参加費無料、雨天中止

とびうお杯
第33回全国少年少女
水泳競技大会

秋野不矩美術館
開館20周年記念
特別展「藤森照信展」

8月4日

8月4日

～ 8月5日

浜松市
総合水泳場
ToBiO(トビオ)

浜松市

～ 9月17日 秋野不矩美術館

西区篠原町
23982-1

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル6
夏休みのこどもたちを対象にみどりに触れ合っていただくた
みどり～な 番乗り場より大塚ひとみヶ丘線
め、太鼓の演奏、農作物の朝市、ミニSL乗車会、スイカ割り
浜松市緑化 北寺島・大塚方面、または8番乗
大会など、様々なイベントを行います。
推進センター り場より鶴見富塚じゅんかん線

※雨天順延 8月3日

第66回
浜松七夕ゆかた祭り

問合せ先

浜松市出身で「フジヤマのトビウオ」の名で知られた故・古
橋廣之進氏にちなんでつくられた大会です。世界へと続く登
竜門となる、小学生の大会です。
☆時間 4日 9:00 開会式 / 9:45 競技開始
5日 9:00 競技開始

秋野不矩美術館開館20周年を記念し、当館を始め多数の
建築設計を手掛けている建築家・建築史家、藤森照信（ふ
じもり てるのぶ、1946-）の仕事を紹介する特別展を開催し
天竜区二俣町 ます。
二俣130
☆日時 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
※休館日 8/6、8/20、8/27、9/3、9/10

053-4262300
浜松七夕
ゆかた祭り
実行委員会

鶴見行きにて「緑化推進セン
ター」下車、徒歩3分。
東名浜松ICより約6km。

JR浜松駅北口より徒歩約5分。

053-4521114（平日）

浜松市
天文台
053-4259158

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。

中日新聞
東海本社
事業部

JR浜松駅北口バスターミナル4
番乗り場より浜松市総合水泳場
行き、約30分終点下車。又はJR
高塚駅よりタクシー10分。

053-4216217

東名浜松西インターより県道65
号、国道1号経由坪井町交差点
より300m先左折。

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。
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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

■NIGHT ZOO ナイトズー

8月4日

☆日時 8月毎週土曜日
9：00～20：30 (最終入園は20:00まで)
通常は 9：00～16：30(最終入園は16：00まで）

8月11日
及
8月18日
び
8月25日

※料金 高校生以上410円
満70歳以上・中学生以下・障がい者 無料
※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。
※夜には観察できない動物がいます。
※ライトの使用、フラッシュ撮影は禁止します。

■企画展「どうぶつのほね」
7月14日 ～ 9月17日
☆日時 7/14～9/17 動物愛護教育センター2F
■サルのご飯を集めよう～バッタ編～（先着20名）
☆日時 8/3 13：30～
※場所 ゾウ広場

浜松市動物園
8月のイベント

浜松市動物園

西区舘山寺町 ■ゾウの健康ランド
☆日時 8/5 14：00～
199
※場所 ゾウ舎
■ポニーのリハビリのお手伝い（先着30名）
☆日時 8/8 13：30～
※場所 ポニー写真撮影所

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。

■おやつで！ひんやりWEEK
☆日時 8/11～8/17 15:15～
※場所 ホッキョクグマ舎前
■ペンギンに魚をあげてみよう（先着30名）
☆日時 8/14 ・ 8/21 14：00～
※場所 ペンギン展示場
■鳥の羽根でアクセサリー作り
☆日時 8/16 11：00～
※場所 動物愛護教育センター2階（動物園内）
※定員 先着25名 （10：45～整理券配布）
※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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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

☆時間 14：00～ 天空ホール
8/4 「ガーン！と仰天、浜松まつりのラッパ」
奥中康人（静岡文化芸術大学芸術文化学科 教授）

浜松楽器博物館
館長対談
～この人に聴く～

8月 8日
浜松市
8月4日 他 8月11日 楽器博物館
11月17日

中区中央
3-9-1

8/8 「パリから学ぶ芸能の未来」
梅田英春（静岡文化芸術大学芸術文化学科 教授）

8/11 「人生はテルミンとともに」 竹内正実（テルミン演奏家）

浜松市
楽器博物館 JR浜松駅北口より徒歩約7分。
053-4511128

※自家用車の駐車場はありま
せん。

11/17 「人をつなぐデザインの力」
峯郁郎（静岡文化芸術大学文化・芸術研究センター長 教授）

第17回浜松バル
～ほろ酔い祭り～

8月7日

～ 8月9日

今年も大人気のほろ酔い祭りバルが開催されます。
3,000円で（前売り2,500円）「ほろ酔い祭り」参加店舗の中か 浜松バル
実行委員会
ら3店舗でお食事が出来ます。

肴町エリア
田町エリア
千歳町エリア
鍛冶町エリア他

※当日券販売及び前売券引き換え場所
①肴町公会堂 ②Anyエニィ ③第一通り駅前

JR浜松駅南口より徒歩7分。

053-4594320

■航空機基礎講座
☆日時 8/5 ① 10：00～11：20 ② 13：30～14：50
※定員 各回40名（無料）
※申込 電話にて受付
■音楽隊のアンサンブルコンサート
☆日時 8/9 14：00～15：00

航空自衛隊浜松広報館
（エアーパーク）

8月9日

他

航空自衛隊
浜松基地
広報館

西区西山町
無番地

■Ｔ４練習機の発着訓練展示
普段は展示されていない浜松基地の国産ジェット練習機で
あるＴ４練習機が目の前でエンジンを始動し滑走路に向か
う姿が見られます。パイロットと話しができるかもしれませ
ん。

浜松基地
渉外室
広報班

JR浜松駅北口バスターミナル14
番乗場より、「泉・高丘」行き乗
車、「泉4丁目」バス停下車、徒
歩約10分。

053-4721121

東名浜松西ICより、車で約10
分。

☆日時 8/22～8/24 9：00～15：00
※見学、駐車場全て無料
※航空自衛隊の都合によりイベントは中止又は内容が変更となる
ことがあります。詳しくはホームページでご確認ください
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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

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。

■花のウォーキング 8/11・8/25 10：00～12：00
■体験手づくりフェア 8/16～8/22 10：00～16：00（200円
～）

はままつフラワーパーク

8月11日 他

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺町
195

■熱帯植物を観察しよう 8/18 10：00～10：40
※定員 先着20名 （小学高学年以上）
■ザリガニを釣ってみよう
※日時 8/19 ①10：00～11：30 ②13：30～15：00
※さお・・貸出300円 エサ（ちくわ、するめ等）・・持参
※入園料 無料 (7月～9月)
移動水族館とは、生き物のすばらしさや環境への意識を伝
えていくことを目的とした事業です。約50個の水槽・プール
に、およそ100種1500匹以上のいきものが大集合します！
☆時間 9：30～17：00 (最終入場16：30）

「夏休み 地球水族館」

アクトシティ浜松
8月11日 ～ 8月26日 展示イベント
中区板屋町
ホール

※入場料 カッコ内(前売り）
一般 1,300円 （1,000円） 小学生以下 1,000円（700円）
※前売り券は 市内プレイガイドにて販売 8/10まで

テレビ静岡
事業部
054-261- JR浜松駅より徒歩8分。
7011
(平日10時～
17時半）

■浜松科学館相談コーナー（対象 小中学生）
☆日時 8/11・8/12 10：00～12：00/13：00～15：00
※浜松科学館相談コーナーは入場無料

滝沢の放歌踊り

8月13日

林慶寺

北区滝沢町
1406

放下とは、南北朝時代におこった遊芸人のことで、滝沢で
は「放歌」と表記され、県指定無形民族文化財の伝統的な
踊りです。浜松市の「遠州大念仏」と愛知県新城市の「大海
の放下踊」を受け継ぐ独特な踊りです。

林慶寺
053-4283696

☆時間 18:00頃より林慶寺で奉納

二俣まつり
(諏訪神社祭典）

二俣まつりとは、二俣諏訪神社の祭礼です。
8月18日 ～ 8月19日 天竜区二俣町内 天竜区二俣町 真夏の炎天下に行われ、130年以上の歴史があります。屋
台が二俣の町内を勇壮に曳き回される露店も軒を連ねる
夏祭りです。

天竜
観光協会
053-9255845

天竜浜名湖鉄道都田駅または、
JR浜松駅北口バスターミナル16
番より「都田」行約60分「都田」
下車、タクシーで15分。
東名浜松西ICより約40分。

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り換
え、終点「西鹿島駅」下車後、天
竜浜名湖鉄道「二俣本町駅」下
車、徒歩10分
新東名浜松浜北ICより約10分。
駐車場がございませんので、公
共交通機関をご利用ください。
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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
プロミュージシャンによるライブのほか、地元団体（秋葉太
鼓ほか）の披露、春野マルシェ（飲食販売）、またフィナーレ
には花火打ち上げも行います!

はるの夏フェス2018

8月25日

春野
ふれあい公園

☆時間 15：00～21：00
天竜区春野町
領家145-1
※チケット代 3,500円 （前売り3,000円）
※チケット購入先 春野協働センター、リカーズひおき、コミ
ネ または 春野協働センターへ電話でお申し込み
※駐車場約100台有り（チケット購入者のみ）

問合せ先

アクセス方法

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り換
え、終点「西鹿島駅」下車後、遠
春野
協働センター 州鉄道バス秋葉線春野車庫・春
野協働センター行きにて「ふれ
あい公園」下車、徒歩10分。

053-9830001

新東名浜松浜北IC、森掛川ICよ
り、いずれも車で約30分。

※イベント終了後のバスはありません。

第16回
バイクのふるさと浜松
2018

浜松は日本を代表するオートバイメーカー発祥の地です。
国産の3大メーカー（ホンダ、スズキ、ヤマハ）が一堂に集ま
り、オートバイの魅力を体感できるイベントです。
8月25日 ～ 8月26日

浜松市
東区流通元町
総合産業展示館 20-2
☆時間 25日（土） 10：00～17：00
26日（日） 10：00～16：00
※入場無料

クリエートの夏まつり

8月26日

クリエート浜松

中区早馬町
2-1

■浜松まつり会館フェスタ 10：00～15：00
今年は初めて「移動動物園」を開催。
他、凧作り教室(500円）・大凧揚げ体験(無料）・大太鼓たた
き体験(無料）、水遊びコーナー（無料）、飲食屋台（有料）な
ど。
8月26日

浜松まつり会館

053-4898111

JR浜松駅北口バスターミナル10
番乗り場より、「78労災病院 産
業展示館」方面行きバスで「産
業展示館」バス停下車。
東名 浜松ICより南へ100ｍ

(公財)
JR浜松駅北口より徒歩10分。
縁日広場では射的やヨーヨーすくいなどの他、昔の遊び体
験ブースもあります。生ビールや地域物産の販売等もあり、 浜松市文化
振興財団
または遠州鉄道「遠州病院駅」
大人から子供まで楽しめる夏まつりです。
クリエート浜松 下車すぐ。

☆時間 11：00～17：30

浜松まつり会館
フェスタ2018

（公財）
浜松地域
イノベーション
推進機構

南区中田島町
※8/26当日のみ入館無料
1313

053-453-5311

浜松
まつり会館
053-4416211

■プレィグランドフェス

■リユースフェア

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。

9:30～13:30

※会場 浜松まつり会館前 （雨天中止）

文化FORUM
浜松
090-92281823

8

イベント名称

開

催 期 間

開催場所

住所

問合せ先

■第2回 浜松エイサーどまんなか祭り2018
日本各地で活躍している市民エイサーチームが 日本のど
まんなか浜松に集結し、踊りを披露。沖縄料理の飲食ブー
ス、沖縄にちなんだ物販ブースも並びます。

8月11日 ～ 8月12日

ソラモ イベント

ソラモ浜松市
ギャラリーモール

8月15日

イベント内容

中区砂山町
320-2

053-586-7622

■2018プラタナスコンサート

浜松市中区ま
ちづくり推進課 JR浜松駅より3分
053-457-2779

☆日時 8/15

19：00～20：00

☆日時 9:00～15:00
8/1・2 8/7・8

※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。

8月9日

第29回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2018
（地球環境展）

8/16～18

8/29・30

■旬の味・採れたてバザール

及
8/23
び

☆日時

浜松城公園
8月11日 ～ 8月12日 中央芝生広場

中区元城町
100-2

浜松エイサー
ど真ん中祭り
実行委員会
事務局

☆時間 11日 10：00～20：30
12日 10：00～19：00

■マルシェ・ド・ソラモ
8月1日 他

8/9

8/23

10：00～15：00

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会
090-5617-3518
地域農林水産
物をPRする会
090-1982-4756

地球文化
FORUM

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。

090-92281823

☆時間 10：00～15：30 （雨天中止）
8月は「ナイトマーケット」
サザンクロス
ほしの市

8月12日

浜松サザンクロス
中区砂山町
商店街

アクセス方法

☆時間 16：00～20：00

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。

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
「ふれあいデイ」

8月19日

アクト通り
中央ロータリー
南側

中区中央

アクト通り
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 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
にぎわい創出を目的に開催しています。
「県総合庁舎」下車。

☆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

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7月20日発行
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