
浜松市イベント情報

イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

9月23日 ～ 11月6日
■オータムフェスタ
　10月中旬頃から40万本のコスモス畑が広がります！

浜名湖
ガーデン
パーク

053-488-1500

10月16日 　
■労福協まつり
時間　10：00～15：30

浜松労働者
福祉協議会

053-465-1155

10月22日 ～ 10月23日
■はなのわマルシェ
時間　9：00～16：00

浜名湖
ガーデン
パーク

053-488-1500

10月23日

■浜名湖ウォーク・フェスタ (雨天決行）
浜名湖を舞台に、ウォーキングや健康体験を通じて、

心と体の健康づくりと豊かな自然と人情のふれあいをめ
ざした健康ウォーキングイベントです。

時間　8：30～13：30
参加費　事前申込1000円、当日1500円

※事前申込受付は、10/16まで
　ＨＰまたは電話にて（℡ 0570-039-846）

浜名湖
ウォーク・
フェスタ

実行委員会

053-578-1501

はままつフラワーパーク

10月のイベント

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺町
195

10月2日 他

■全国らんちゅう品評大会
　10/2　11：00～14：00

■花のウォーキング
　10/8　10：00～12：00

■ザ・フラ・フェスティバル
　10/16　12：00～15：00

■コンテナ＆ハンギング・コンテスト
　10/29～11/6　9：00～16：30

■秋のうんちく散歩
　10/30　13：00～15：00

入園料
　大人500円(200円のお買物券付)、 中学生以下無料

はままつ
フラワー
パーク

053-487-0511

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

東名舘山寺スマートICから約5
分

〈　2022年10月　〉
■■お知らせ■■　中止および延期となりましたイベント情報が含まれている場合があります。お出かけ前に最新情報をお確かめください。

浜名湖ガーデンパーク

10月のイベント

浜名湖
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・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
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

はままつ
フルーツパーク時之栖

ウィンター
イルミネーション

はままつ
フルーツパーク
時之栖

北区都田町
4263-1

10月22日 ～
2023年
1月29日

点灯時間
　17：00頃～

噴水ショー（計6公演）
　17：30～、18：00～、18：30～、19：00～、
　19：30～、20：15～　※1公演約10分

料金（入園料＋噴水ショーセット）
　大人1500円、中高生1000円、小学生750円、
　未就学児無料

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

053-428-5211
(9:00～18:00）

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗り場より、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 西鹿島駅⇒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10分

平野美術館

聚錦
狩野派・土佐派の競演

平野美術館
中区元浜町
166

8月27日 ～ 10月16日

狩野派・土佐派は、室町時代から江戸時代末期まで武
門の棟梁や宮廷の貴族たちをパトロンとして活躍した絵
師集団です。この機会に、日本の二大官画派ともいうべ
き狩野派・土佐派の美に触れてください。

時間　10：00～17：00
料金　大人800円　中高生300円　小学生200円

平野美術館

053-474-0811

JR浜松駅北口バスターミナル
12番乗り場より「元浜町」下車

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分

秋野不矩美術館

特別展
日本画で綴る
源氏物語五十四帖展

浜松市
秋野不矩
美術館

天竜区二俣町
二俣130

10月8日 ～ 11月27日

京都ゆかりの現代日本画家によって制作された「源氏物
語」第一帖「桐壺」から第五十四帖「夢浮橋」まで54作品
が一堂に会する展覧会です。

時間　9：30～17：00
観覧料　大人800円、高専大500円、70歳以上400円
　　　　　 中学生以下無料

浜松市
秋野不矩
美術館

053-922-0315

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

新東名浜松浜北ICより約10分

東名浜松ICより約40分

浜松市美術館

名刀　泰平を切り開く
－戦国から江戸へ－

浜松市美術館
中区松城町
100-1

10月15日 ～ 12月4日

芸術の域にまで達した名刀の数々と、泰平の世を迎え
た江戸の絵画や茶道具を紹介
時間　9：30～17：00
観覧料　一般1400円、高専大800円、70歳以上700円

浜松市
美術館

053-454-6801

JR浜松駅北口バスターミナル1
番乗り場より「美術館」下車

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分

浜松文芸館

特別収蔵展
森の水車 清水みのる展

浜松文芸館
中区早馬町
2-1

7月1日 ～ 10月16日

「森の水車」から「星の流れに」まで、各世代の人たちに
愛され多くの詩を残した浜松の作詩家、清水みのるを紹
介します。

時間　9：00～17：00（入場無料）

浜松文芸館

053-453-3933

JR浜松駅北口より徒歩10分

遠州鉄道「遠州病院駅」下車す
ぐ
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

浜松市天文台

10月のイベント

浜松市天文台

五島協働
センター

南区福島町
242-1

10月1日 他

■土曜星空観望会
　10/1・8・15・22・29　18：30～20：30

■太陽・昼間の星観望会
　10/2　14：00～16：00

■天文講座 「会いたい！会える？宇宙人？」
　10/8　14：00～15：30

■めざせ望遠鏡マスター
　10/8　17：30～18：30

■星空トークライブ
　10/9　19：00～20：00

■天文ミニ講座
　10/15　17：30～18：20

■メシエウォーキング
　10/23　20：30～22：30

■星と景色の写真講座
　10/30　18：30～21：00

※全てのイベントで予約が必要です。

浜松市
天文台

053-425-9158

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、国道一号線を
南進、「福塚」交差点から国道
150号(南）へ約5分

10月16日

■凧揚げの日
毎月第３日曜日は凧揚げの日です。先着１０組様に無

料でミニ凧をプレゼントいたします。（対象年齢は小学生
以下、中学生は300円）

10月22日

■オータムフェスタ
今年は南区オータムフェスタと共同開催となります。ミ

ニ凧の無料配布、御殿屋台の体験乗車、大凧揚げ体験
などイベント盛りだくさん。キッチンカーで飲食物の販売
もあります。

時間　9：00～16：30
入館無料

南区中田島町
1313

浜松
まつり会館

053-441-6211

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

浜松まつり会館 浜松まつり会館
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

浜松市博物館

特別展
三方ヶ原の戦いと
家康伝承

浜松市博物館
中区蜆塚
4-22-1

10月22日 ～ 12月4日

三方ヶ原の戦いが起きたころの浜松や周辺地域の情
勢、徳川・武田の勢力関係を通して紹介するとともに、戦
いに参加した人物たちにまつわる資料も展示します。ま
た、後世からみた三方ヶ原の戦いや家康のイメージにつ
いて、市民との協働により地域に残る家康の伝承を調査
した「家康伝承調査事業」の成果についても展示しま
す。

時間　9：00～17：00（10/22のみ9：30～）
観覧料　大人500円、中人（高校生）200円、
　　　　　 70歳以上250円、中学生以下無料

浜松市
博物館

053-456-2208

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
舘山寺街道左折、富塚経由約
30分。

遠州灘海浜公園

10月のイベント

石人の星公園

県営遠州灘
海浜公園

南区
江之島町
1706

10月1日 他

■森のムッレ教室（要予約）
10/1　10：00～12：00

■愛犬と参加する犬の育て方教室
10/2　11：00～12：00、13：30～14：30

■バードウォッチング（要予約）
10/9　9：30～11：30

■多肉植物の寄せ植え講座
10/16　10：00～、11：00～、13：00～、14：00～

遠州灘
海浜公園
事務所

053-442-6775

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5
分。または中田島線で「中田島
町」下車、徒歩2分

東名浜松ICより南へ11km約20
分

浜松市地域遺産センター

「奥浜名湖の遺跡と文化財」

浜松市
地域遺産
センター

北区引佐町
井伊谷616-5

9月10日 ～ 12月18日

奥浜名湖地域のさまざまな遺跡、文化財をパネルや展
示とともに紹介します。

時間　9：00～17：00

浜松市
地域遺産
センター

053-542-3660

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5分

新東名浜松いなさICより約20分

東名浜松西ICより約30分

浜名湖うなぎ探検隊 天保養魚場
西区白洲町
3353-1

5月12日 ～ 10月下旬

養鰻池・うなぎの選別場・出荷池の見学をしてみません
か。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。

☆平日　11：00または15：00
   土日祝　15：00
☆見学料　大人500円・中学生以下無料

※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

天保養魚場

053-487-1896
東名浜松西ＩＣより約20分
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

かんざんじ温泉
サンビーチ

西区
舘山寺町

5月20日 ～ 10月31日

浜名湖の貴重な生き物に触れられるエコ体験ができま
す。職場・組合・子ども会・学校の自然体験などにご利用
ください。

料金
　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

かんざんじ
温泉

観光協会

053-487-0152

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、「舘山寺町」下車、徒
歩約6分
 
東名舘山寺スマートICより約5
分

東名浜松西IC 県道65・48号経
由で約8km、15分

シラタマホシクサ開花 銅鐸公園
北区細江町
中川7000-46

9月初旬 ～ 10月初旬

絶滅危惧種の「シラタマホシクサ」が開花します。シラタ
マホシクサは東海地方の一部のみに自生しており、湿
地の植物で一面に咲いた様子が夜空の星を思わせるこ
とが名前の由来です。
また、銅鐸発掘の地として、弥生時代の銅鐸レプリカも
展示しております。あわせて是非ご覧ください。

ＮＰＯ法人
ラブ・

ネイチャーズ

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より金指気賀・奥山
行きにて「根洗」下車後、徒歩
10分

東名浜松西ICより約15分

渋川しいたけ狩り
てんてんゴー・
しぶ川

北区引佐町
渋川237-1

9月中旬
(予定）

～
2023年
6月下旬

自然豊かな渋川で、しいたけ狩りを体験しませんか？ほ
だ木のしいたけを採っていただき、鶏肉やお野菜と一緒
に、炭火で焼いてお召し上がりいただけます。（完全予
約制）

時間　11：00～12：00
料金　1,000円～

てんてんゴー・
しぶ川

053-545-0452

新東名浜松いなさICより約20分

はままつ
染め織りマーケット

ソラモ

はままちプラス

中区砂山町
320-2

10月1日 ～ 10月2日

浜松市を中心とした遠州産地は江戸時代から続く歴史
ある織物の産地です。生地を生み出す人、生地を使う
人、製品を楽しむ人、繊維にまつわる人々が集います。

時間　1日10：00～17：00
　　　　2日10：00～16：00

はままつ
染め織り
マーケット
(浜松市

産業振興課)

053-457-2319

ソラモ：JR浜松駅北口より徒歩
約1分

はままちプラス：遠州鉄道 新浜
松駅高架下

龍雲寺

特別企画「金澤翔子書展」
龍雲寺

西区入野町
4702-14

10月1日 ～ 10月10日

ダウン症の書家 金澤翔子とご縁のある龍雲寺に、今年
も新作が奉納されます。新作奉納を記念し書展を開催
いたします。

時間　9：30～17：00

龍雲寺

053-447-1231

JR浜松駅前バスターミナル5番
乗場「宇布見山崎」行き乗車、
「矢田坂」下車、徒歩5分。

JR浜松駅より車で約15分。

龍潭寺

紅葉まつり・寺宝展
龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

10月1日 ～ 12月10日

貴重な文化財等が展示されます。
11月上旬～12月上旬には庭園のドウダンツツジやモミ
ジなどが見頃を迎えていきます。

時間　9：00～16：30
拝観料　大人500円、小中学生200円

龍潭寺

053-542-0480

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場「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
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

 【YouTubeで配信】
横尾歌舞伎

10月8日

約200年ほどの歴史を持つ農村歌舞伎で静岡県指定無
形文化財に指定されている。役者や化粧、三味線、太夫
は全て地元の方によって演じられています。
今年は、無観客でYoutubeの横尾歌舞伎公式チャンネ
ルで配信します。

時間　16：00～

引佐協働
センター

053-542-1112

第14回
やらまいかミュージック
フェスティバルinはままつ

浜松駅周辺 中区 10月8日 ～ 10月9日

市民が奏でる、市民が楽しむ、市民がつくる音楽祭で
す。音楽ジャンル、年齢、国籍、プロアマを問わずミュー
ジシャンを募集し、浜松市中心部に設けられた様々なス
テージを繰り広げます。（観覧無料）

時間  8日 11：30～18：30
　　　　9日 11：00～19：40

ライトアップコンサート(前夜祭)
10/7　18：00～　静岡銀行浜松営業部本館にて

やらまいか
ミュージック

フェスティバル
　実行委員会

（事務局）

FAX
053-533-3993

浜松市「森林のまち童話
大賞」記念公演

森林は未来への贈り物！

アクトシティ浜松
大ホール

中区板屋町 10月9日

当事業は、天竜区の地域資源である森林の大切さや恵
みを子どもたちがミュージカルにより多くの人たちに伝
え、森林を次世代への継承や森林や林業への関心を深
めます。

開演　14：30　※入場には整理券が必要です。
整理券発券場所（発券中）
天竜壬生ホール、浜北文化センター、
アクトシティ浜松チケットセンター

天竜区
区振興課

053-922-0013

天竜区
まちづくり
推進課

053-922-0086

JR浜松駅より徒歩7分

中村家住宅

ぷちイベント開催
中村家住宅

西区雄踏町
宇布見4912-1

10月14日 ～ 10月16日

■お茶会
　10/15・16　10：00～、10：45～、11：30～、
　　　　　　　   12：15～、13：00～、13：45～

■アンサンブルコンサート（高校生吹奏楽部他）
　10/15　11：00～12：00　浜松湖東高校
　　　　　　14：00～15：00　ＥＲＩＫＯ 凱旋ミニコンサート
　10/16　11：00～12：00　浜松大平台高校
　　　　　　14：00～15：00　浜松湖南高校

■福井市立郷土歴史博物館学芸員の方による講演会
　10/16　15：00～16：00

■徳川家康公 人生訓 書道展示（高校生書道部）
　10/14～16　9：30～16：30

中村家住宅
053-596-5585

雄踏協働
センター

053-596-1121

JR浜松駅北口バスターミナル5
番乗り場より、宇布見・山崎行き
にて「宇布見領家」下車 南へ徒
歩1分

JR舞阪駅より北へ徒歩20分

東名浜松西ICより南へ15分
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

頭陀寺 薬師祭 頭陀寺
南区頭陀寺町
214

10月15日 ～ 10月16日

今年は以下の内容を通常通り行います。

15日　8：45～21：00
薬師様御開帳法会、キッチンカー、落語高座、
萬燈萬華会、柴燈護摩、火渡り、等

16日　8：45～17：45
キッチンカー、お寺イブ、紙芝居、薬師様御閉帳法会、
等

詳細はＨＰをご覧ください。

頭陀寺

053-463-8170

JR浜松駅前バスターミナル8番
乗場「掛塚」行き乗車「頭陀寺」
下車。

バイクのふるさと浜松 浜松オート
中区和合町
936-19

10月15日 ～ 10月16日

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。

時間　10：00～16：00

浜松市
産業部

産業振興課

053-457-2319

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗り場より「和合西山線」
15分「オートレース場」下車

東名浜松西ICより約10分

浜松花と緑の祭2022 アクト通り 中区板屋町 10月15日 ～ 10月16日

「花と緑のまち・浜松」広くPRするため、市民協働により
開催します。

時間  15日　10：00～16：00
　　　  16日   9：00～16：00

浜松市
 花と緑の祭
実行委員会

事務局

053-457-2565

JR浜松駅北口より徒歩10分

JR浜松駅北口バスターミナル
10番乗り場より、2番・74～78番
のバス「県総合庁舎」下車。

東名浜松ICより約30分

JAとぴあ浜松
秋の植木まつり

JAとぴあ
浜北営農
緑花木
センター

浜北区新原
6677

10月15日 ～ 10月17日

植木等の販売や植木と野菜の講習会、お楽しみ抽選会
などを開催する予定です。密を避けてご来場下さい。

時間　9：00～17：00

JAとぴあ
浜北営農
緑花木
センター

053-587-8728

遠州鉄道「小林駅」下車、徒歩
10分

新東名浜松浜北ICより約5分

第30回
ハママツ・ジャズ・ウィーク

浜松市街中心・
アクトシティ浜松他

中区 10月15日 ～ 10月23日

「音楽のまちづくり」事業のひとつとして1992年にスタート
し、今年で30回目を迎えます。「まち中に音楽があり、音
楽がまちをつくり出す」ことを目指し、世代を問わずに楽
しめる「ジャズ」をテーマに官民一体となって企画運営す
る地域文化イベントです。

ハママツ・
ジャズ・ウィーク

事務局

053-460-3325
(平日10:00～

17:00）
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

遠州灘
天然とらふぐまつり

浜名湖
かんざんじ温泉

西区舘山寺町
1832-1

10月中旬 ～
2023年
2月ごろ

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。

かんざんじ
温泉

観光協会

053-487-0152

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

東名浜松西IC 15分、東名舘山
寺スマートIC 5分

大本山　奥山方広寺

奥山半僧坊大祭
大本山方広寺

北区引佐町
奥山1577-1

10月16日

方広寺の鎮守・奥山半僧坊の年に一度の大祭。ご祈祷
と稚児祈祷、稚児行列が行われます。

時間　10：00～12：00
拝観料　大人500円、子ども200円

大本山
方広寺

053-543-0003

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15分

新東名浜松いなさICより約10分

アート・カルチャー・フェア
浜松城公園2022

浜松城公園
中央芝生広場

中区元城町
100-2

10月22日 ～ 10月23日

出店者自身のアート・クラフト作品、一部生産者の物産、
農家の野菜・植物などを販売します。

時間　10：00～16：00

地球文化
FORUM

090-9228-1823

JR浜松駅北口バスターミナル
13･14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または浜松西ＩＣよ
り約30分

浜松市南区地域力向上事
業「中田島オータムフェス
タ2022」

遠州灘
海浜公園
(風車公園)

南区中田島
1674

10月22日

キャンプテント設営体験、カラー診断体験、高齢者向け
スマートフォン活用相談、縁日コーナー、交通安全イベ
ントコーナー、応急救護展示イベントコーナー等を行いま
す。詳しくはＨＰをご覧ください。

時間　10：00～16：00
※予備日10/23

浜松市南区・
区振興課

053-425-1120

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
「県立海浜公園」下車、徒歩5
分。または中田島線で「中田島
砂丘」下車、徒歩2分。

東名浜松ICより南へ11km約21
分

エアフェスタ浜松2022
航空自衛隊
浜松基地

西区西山町
無番地

10月23日

浜松基地には航空教育集団の第１航空団、航空総隊の
警戒航空隊、高射教導群及び浜松救難隊が所属してお
ります。また、ブルーインパルスの展示飛行も予定して
おります。

時間　12：30～15：30（予定）
※開門は9時予定

基地外駐車場は事前応募による抽選制です（受付終
了）。夜間駐車場及び基地内の一般駐車場はありませ
ん。公共交通機関をご利用ください。

航空自衛隊
浜松基地
第1航空団

司令部
監理部渉外室

053-472-1111

浜松駅からのシャトルバスを運
行予定です。詳細は遠州鉄道Ｈ
Ｐをご確認ください。
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

佐久間ダム
竜神まつり

佐久間ダム
湖岸広場

天竜区
佐久間町
佐久間2552-3

10月30日

毎年10月の最終日曜日に開催され、ダムの末永い繁栄
を祈念しダム工事殉職者を慰めるため竜神の舞が奉納
されます。ダム湖では湖上打上げ花火があり、山の緑に
映える美しさと山々に響く音の大迫力を体感してくださ
い。

時間　10：00～15：00

※当日、一般車はダムには駐車できません。「佐久間歴
史と民話の郷会館」の駐車場を開放しシャトルバスを運
行予定です。また、電車でお越しの方は「中部天竜駅」
からシャトルバスを運行予定です。詳しくはチラシまたは
ＨＰをご覧ください。

佐久間ダム
竜神まつり
実行委員会

(天竜区観光協
会佐久間支部）

053-965-1651

JR飯田線中部天竜駅下車、
シャトルバス利用。

新東名浜松浜北IC～R152～西
渡大井橋左折～R473～佐久間
歴史と民話の郷会館 シャトル
バス利用。

三遠南信道鳳来峡～国道151
号を北上～東栄I.C～三遠南信
道～川合I.C⇒原田橋仮設道路
を渡り～佐久間歴史と民話の郷
会館　シャトルバス利用。

第27回
浜松市浜北万葉まつり

万葉の森公園
浜北区平口
5051-1

10月29日

古代の貴族たちが催した水辺の宴「曲水の宴」を古代衣
装にて再現します。雅楽の演奏とともに華やかな天平絵
巻が繰り広げられます。万葉歌朗唱会、万葉食、万葉て
まり教室、絵手紙体験、草木染などの各種体験やイベン
トも開催します。

時間　10：00～15：00
※予約が必要な体験もございます。

万葉の森
公園

053-586-8700

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

新東名浜松浜北ＩＣより約10分

湖上舞台
「Grandscape 浜名湖」

浜名湖舘山寺
ベイガーデン横
特設会場

西区舘山寺町 10月29日 ～ 11月3日

水面を活かした光や炎の演出と迫力あるダンスで描く感
動の物語。遠江に棲む人々と自然との関わりを描いた
作品です。足元で煌めく湖水、見上げれば星空、屋外な
らではの感動を、ぜひお見逃しなく。

時間　①17：45～18：30　②19：00～19：45
　　　　③20：15～21：00
料金　Special Seat8000円、前売4500円
　　　　当日4800円（全席指定）

株式会社
Hamanako
Destination

053-401-1233

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、「浜名湖ベイストリー
ト」下車。

10月1日
及
び

10月15日 ■朝市　10：00～12：00　（開催予定）

10月9日 ■ほしの市　10：00～15：00

JR浜松駅南口より徒歩約3分

浜松
サザンクロス
ほしのいち
実行委員会

浜松サザンクロス商店街

10月のイベント

浜松
サザンクロス
商店街

中区砂山町
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イベント名称 開催場所 住　所 開催期間  イベント内容 問合せ先 アクセス

キタラ
中区砂山町
浜松駅
北口広場

10月1日 他

1日　15：00～
　丸塚中、浜松湖北高、浜松シティブラス

15日　15：00～
　西部中＆佐鳴台中、ファンファーレ

29日　15：00～
　八幡中、浜松湖南高、すずめの学校吹奏楽部

※雨天が見込まれる場合は中止となる場合がございます。

JR浜松駅北口

東名浜松西ICもしくは浜松ICよ
り約20分

浜松市
天竜壬生ホール
屋外広場

天竜区二俣町
二俣20-2

10月10日

15：00～
　清竜中＆光が丘中、聖隷クリストファー中・高、
　浜松日体中・高
※雨天が見込まれる場合は中止となる場合がございます。

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り
換え、終点「西鹿島駅」下車後、
遠鉄バス「二俣・山東行き」で
「城下通」下車、徒歩約10分

東名浜松ICより約40分

新東名浜松浜北ICより約10分

アクト通り
「ふれあいディ」

アクト通り
中央ロータリー
南側

中区中央 10月16日

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開催しています。

時間　9：00～12：00　(雨天中止）

浜松学院大学
地域共創
センター

080-7531-8660

JR浜松駅北口より徒歩8分

JR浜松駅北口バスターミナル
10番乗り場より、2番・74～78番
のバス「県総合庁舎」下車

※駐車場なし、公共交通機関等
の利用必須。

10月6日 他
■マルシェ・ド・ソラモ
　10/6、7、14、20、21、28、29
　 9：00～15：00

「マルシェ・
ド・ソラモ」

出品者の会

090-3851-6333

10月13日
及
び

10月27日
■旬の味・採れたてバザール
　10：00～15：00

地域農林
水産を

PRする会

090-6643-4511

※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　　　  2022年9月25日発行

JR浜松駅北口より徒歩約1分

(公財）浜松市
文化振興財団

053-451-1151

ソラモ イベント

※雨天決行（大屋根あり）
※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。

中区砂山町
320-2

ソラモ
浜松市
ギャラリー
モール

まちなかコンサート
プロムナードコンサート
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