
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 アクセス方法

11月23日 ～ 1月8日

■フラワー・イルミネーション
はままつフラワーパークの場内音源はjam9が担当！色とりど
りに輝く100万球のイルミネーション、高さ5mの華やかなポイ
ンセチアなど、花と光が作り出す心温まる装飾の数々をお楽
しみください。

時間　17：00～
※曜日等により閉園時間が異なります。

12月24日 ～ 1月6日

■Hamamatsu Garden Art2022　【シーズン3】
浜松西高等学校写真部の皆さんによる展示です。

時間　10：00～16：30

1月1日 ～ 1月3日

■新春お年玉企画！
大人（高校生以上）の方各日先着200名様に芋煮汁「引換券」
を、子供（中学生以下）の方各日先着50名様に鉛筆など「文
房具」をプレゼントします。

1月1日 ～ 2月上旬
■早春チューリップの展示

正面ゲート内広場に色とりどりのチューリップを、早咲きの
ナノハナとともに装飾展示します。

1月7日

■七草粥無料接待
先着100名様に、一年の無病息災を祈って食べるという「七草
粥」を無料サービスいたします。
※感染状況により中止する場合がございます。

1月14日
■花のウォーキング
時間　10：00～12：00

1月28日

■バラの育て方教室（冬編）
時間　10：30～11：30
※要予約（1/16　16：00必着）抽選
   詳しくはお問合せ下さい

1月29日

■シンボルツリーを探そう
園内を散策しながら、将来的に巨樹になる樹種を案内、解

説します。
　時間　10：30～12：00

はままつフラワーパーク

1月のイベント

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

西区舘山寺町
195

はままつ
フラワーパーク

〈　2023年1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ます。お出かけ前に最新情報をお確かめください。

浜松市イベント情報
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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 アクセス方法

浜松市動物園

お正月のイベント
浜松市動物園

西区
舘山寺町
199

1月1日 ～ 1月3日

■バイソンに門松のプレゼント
1/1　13：30～

■ウサギと写真を撮ろう
1/1、2、3　14：00～

■キリンにお年玉のプレゼント※雨天中止
1/2　11：30～（定員15名、11：00から整理券配布）

■ツキノワグマに鏡餅風ケーキのプレゼント
1/2　14：00～

☆正面ゲートにて記念グッズをお配りします。
1/1～1/3　各日先着100名様限定

浜松市
動物園

053-487-1122

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

東名舘山寺スマートICから約3
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利用可能。

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

浜名湖ガーデンパーク

1月のイベント

浜名湖
ガーデンパーク

西区村櫛町
5475-1

1月28日 ～ 1月29日
■JAとぴあ浜松 ふれあい農協祭
　時間　9：00～15：00
　場所　体験学習館周辺

とぴあ浜松
農業共同組合

053-486-4311

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

12月10日 ～ 1月15日

■所蔵品展
秋野不矩 生命の輝きⅢ みずみずしい（瑞々しい）
インドの信仰や自然を題材に異国の地を色鮮やかに描いた
秋野不矩作品をご紹介する展覧会です。

時間　9：30～17：00
観覧料　大人310円、高校生150円 、
　　　     中学生以下、70歳以上　無料

1月28日 ～ 3月19日

■特別展　中村正義展 ー日本画を超えてー
日本画の枠を超えたその画風から「画壇の風雲児」と呼ばれ
た愛知県豊橋市出身の画家・中村正義(1924-77)の画業に迫
る展覧会です。

時間　9：30～17：00
観覧料　大人800円、高大専500円、70歳以上400円

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

秋野不矩美術館
浜松市
秋野不矩
美術館

天竜区二俣町
二俣130

浜松市
秋野不矩
美術館

053-922-0315
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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 アクセス方法

浜松市美術館
第54回
「子どもの市展」

浜松市美術館
中区松城町
100-1

1月5日 ～ 1月20日

市内小中学校・幼稚園の児童、生徒と園児たちの絵画、工作
などを展示します。

時間　 9：30～17：00
休館日　1/10、12、13、16（1/20は12：00閉館）
観覧無料

浜松市
教育委員会

指導課

053-457-2411

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

収蔵展
浜松文芸館の宝物
-新収集資料を中心に-

浜松文芸館
中区早馬町
2-1

11月1日 ～ 2月12日

浜松文芸館が新しく収集したものを中心に、浜松ゆかりの文
芸人たちの貴重な資料を紹介します。

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

12月24日 ～ 9月24日

■家康伝承と浜松
浜松の各地に残された、家康にまつわる「家康伝承」に焦点
をあてて、後世の浜松の人々がもった家康に対するイメージ
についてご紹介します。

時間　9：00～17：00
観覧料　大人310円、高校生150円、中学生以下無料

12月24日 ～ 1月5日

■冬休み体験館
展示ガイドツアーや、ミニしめ飾りづくりなど様々なイベントを
開催します。

休館日　12/29～1/3

浜松市地域遺産センター

企画展
「土に埋もれた
浜松の原始・古代」

浜松市
地域遺産
センター

北区引佐町
井伊谷616-5

1月7日 ～ 6月18日

近年の浜松市内の発掘調査出土品の中から、特徴的なもの
を展示・解説し、掘り起こされた浜松の歴史を紹介します。

時間　9：00～17：00
入場無料

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

1月1日 ～ 1月3日

■干支凧プレゼント
毎年恒例となっております干支凧のプレゼント。各日８０名様
に無料で2023年の干支が描かれたミニ凧をプレゼントいたし
ます。

時間　9：00～16：30

1月15日
■凧揚げの日
　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　小学生以下

浜松まつり会館

1月のイベント
浜松まつり会館

浜松市博物館

1月のイベント
浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

浜松市
博物館

053-456-2208

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

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。

南区中田島町
1313
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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 アクセス方法

浜松市天文台

1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

1月7日 他

■土曜星空観望会
　1/7、14、21、28　18：30～20：30

■太陽・昼間の星観望会
　1/8　14：00～16：00

■天文ミニ講座
　1/21　17：30～18：20

※全てウェブサイトからの予約が必要です。

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

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

10月 ～
6月下旬
（予定）

いよいよ椎茸の美味しい季節がやってきました。てんてん食
堂もしいたけ狩り体験+お食事ができます。（完全予約制）

時間　11：00～12：00
料金　1,100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

10月26日 ～ 2月下旬

■カモメふれあい体験クルーズ
冬の名物を湖上遊覧で感動体験。カモメと船が同じスピード
で進むため、カモメが目の前で止まったかのように見える姿
が人気です。

予約不要（定期便に乗るだけ）
定期便の時刻表をご確認ください。

1月1日

■初日の出クルーズ2023
新年を迎えた早朝に浜名湖の絶景ポイント女河浦沖合から
眺める雄大な御来光はまさに感動体験。フラワーパーク港・
かんざんじ港から乗り場を選択できる特別便です。

予約制
料金　大人2,000円、子供1,000円、 小学生未満無料

1月7日 他

■サンセットクルーズ
浜名湖の美しい夕陽に照らされて紅に染まる湖面に、自然の
爽やかな風を感じながら30分の湖上遊覧。舘山寺エリア限定
です。

予約不要
日時　1/7、8、9、14、15、21、22、28、29
　　　　16：40 フラワーパーク港発、16：45 かんざんじ港発

浜名湖
遊覧船

053-487-0228

浜名湖遊覧船

1月のイベント

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、「動物園」下車（約45
分）

東名浜松西 ICより、舘山寺温
泉方面へ15分

【駐車場】
 舘山寺港：なし
 フラワーパーク港：あり
 みっかび瀬戸港：あり

浜名湖遊覧船
西区舘山寺町
2226-1

休館日 1月10日
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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 アクセス方法

10月 ～ 2月ごろ

■遠州灘 天然とらふぐまつり
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。

12月上旬 ～ 3月中旬

■牡蠣カバ丼
浜名湖の隠れた名産品の牡蠣を蒲焼きのタレで味付けし、
浜名湖海苔と浜名湖みかんの皮をトッピングした絶品丼で
す。

海湖館　牡蠣小屋

※月曜日休館（月曜日が祝日の
場合は翌日）

海湖館
牡蠣小屋

湖西市新居町
新居官有無番
地

12月17日 ～
2023年
3月19日

常設のバーベキューコンロでお客様が焼いて頂くシステムで
す。事前にご予約下さい。但し、牡蠣がなくなり次第終了しま
す。牡蠣の生育状況により、開催時期の変更がございます。

時間 　平日　  10：00～15：00
　　　　 土日祝   9：00～15：00
料金　3個1,100円（税込）
予約・お問い合わせ時間　7：00～18：00

海湖館
（榊原）

090-8186-1217

JR新居町駅より徒歩約30分

東名浜松西ICより約35分

アクトシティ展望回廊

金山土州書画展

アクトシティ浜松
45階 展望回廊

中区板屋町 12月29日 ～ 1月4日

時間　10：00～18：00（最終日は15：00まで）

入場料　展望回廊入場料として
　　　　　 大人 1000円、小人（小学生）500円

金山土洲

053-463-4005

JR浜松駅北口より徒歩3分・
東口より動く歩道で直結、徒歩3分

1月1日 ～ 1月3日
■初詣
拝観先着100組に粗品を進呈します。

1月1日 ～ 1月5日
■祈りの鐘
鐘撞き堂の鐘を撞くことができます。

1月15日
■大般若祈祷会（厄除け・家内安全・交通安全・合格祈願）
時間　11：00～

川名ひよんどり 福満寺薬師堂
ふくまんじ やくしどう 北区引佐町

川名
1月4日

子孫繁栄、五穀豊穣を祈願する祭礼で、国指定重要無形民
俗文化財に指定されています。大松明を持ったタイトボシと
裸の若者のもみ合いが迫力があり見どころです。

※開催内容や時間は変更になる場合があります。詳しくはお
問合せください。

奥浜名湖
観光協会

053-522-4720

257号線を南下し、伊平にて左
折、68号線に入る。旧川名小学
校グランドに駐車し、徒歩5分。

龍潭寺

1月の行事

遠州灘
天然とらふぐまつり

浜名湖名物
牡蠣カバ丼

浜名湖
かんざんじ温泉

西区舘山寺町
1832-1

かんざんじ
温泉

観光協会

053-487-0152

龍潭寺
北区引佐町
井伊谷1989

龍潭寺

053-542-0480

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

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 アクセス方法

祝田厄除観音大祭
ほうだ　やくよけかんのんたいさい 祝

ほう

田
だ

山
さん

善明寺
ぜんみょうじ

北区細江町
中川1734

毎年
1月6日

1200年も前から厄除けの信仰を集めており、善明寺にまつら
れている観世音は同地に仏教の布教に来た名僧行基の作と
いわれています。2体彫られたうちの1体は同寺に、もう1体は
袋井市の法多山尊永寺に奉納されたと伝えられており、両寺
の観世音は姉妹観音とされています。
※露店・甘酒のサービス・投げ餅は未定

時間　10：00～

奥浜名湖
観光協会

053-522-4720

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、引佐・奥山行
きにて「ベル21」下車後、徒歩
10分

新東名浜松いなさICより、約15
分

初庚申大祭
はつこうしん　たいさい

庚申寺
浜北区宮口
635

1月8日

毎年1月第2日曜日に、725年（神亀2年）創建の古刹、庚申寺
で、庚申の日にちなんだ大祭が開催されます。
今年はマルシェの開催と「庚申こんにゃく」の販売を予定して
います。

時間　10：00～15：00

庚申寺

053-589-8430

遠州鉄道「新浜松駅」より、「宮
口駅」下車徒歩5分

新東名浜松浜北ICより約5分

明心寺
めいしんじ

管
くだ

粥
がゆ 明心寺

めいしんじ 浜北区永島
592

1月8日

毎年1月第2日曜日に、細い竹筒の中に入った粥で、麦、蚕、
米などそれぞれの農作物のその年の豊凶を占う行事。占い
に使用した粥は参詣で者にふるまわれ、食べると風邪をひか
ないといわれています。

時間　14：00～

明心寺

053-587-2936
新東名浜松浜北ICより約10分

笠井観音　だるま市
福来寺
ふ く ら い じ

（笠井観音）

東区笠井町
252

毎年
1月10日

毎年1月10日は観音様の縁日にあたります。境内にはだるま
の露店が並び、五穀豊穣、家内安全、厄除けを祈願する大
勢の参拝者で賑わいます。地場産業である織物工業が盛ん
だった明治時代から続く新春恒例の市です。

時間　9：00～20：00

法光院

053-434-0739

JR浜松駅北口バスターミナル
より笠井行きにて約30分、「笠
井」バス停下車

浜小屋マルシェ
弁天島
海浜公園

西区舞阪町
弁天島3775-2

1月14日

1月28日

～

～

1月15日

1月29日

浜名湖の漁師さんのおかみさん会や海産物店が出店し、牡
蠣や海苔、シラスなどの浜名湖の幸を販売します。

時間　9：00～13：00

舞阪観光協会

053-592-0757

JR浜松駅より、東海道線下り
列車乗車約12分、「弁天島」駅
下車徒歩3分

東名浜松西ICより約25分

保泉寺
焼納祭 保泉寺

ほうせんじ 西区篠原町
3897-2

毎年
1月18日

秋葉山秋葉寺の分院として秋葉三尺坊大権現を祀り、毎年1
月18日に遠州、三州、信州、の各地から修経者が集まって、
火渡りの荒行が行われます。

火渡り　19：30～
焼納祭　8：00～終日

保泉寺

053-448-3733

JR浜松駅北口バスターミナル4
番乗り場より、舞阪線バス「篠
原東」下車、徒歩3分

秋葉神社

管
くだ

粥
かゆ

祭
さい

と焼納祭
しょうのうさい

浜松秋葉神社
（三組町）

中区三組町39

毎年1月28日に行う焼納祭は、今年は分散して開催します。
管粥祭の占いは、行いません。

時間　8：00～17：00
※駐車場がありませんので、バスでお越しください。

浜松秋葉神社
(三組町）

053-453-0843

JR浜松駅北口バスターミナル2
番乗り場より「高町」下車、徒歩
5分

東名浜松西ICより約25分

焼納祭
1月20日～1月28日
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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 アクセス方法

第23回
佐久間新そばまつり

佐久間
協働センター
駐車場

佐久間歴史と民話
の郷会館

天竜区
佐久間町
429-1

1月21日 ～ 1月22日
そばの味くらべ広場、そば打ち名人によるそば打ち実演、物
産展などをお楽しみいただけます。

時間　9：00～15：00

佐久間
新そばまつり
実行委員会

053-965-1100

JR飯田線にて｢佐久間駅｣下
車、徒歩5分

新東名浜松浜北ICより約60分

クリエートの冬まつり クリエート浜松
中区早馬町
2-1

1月21日 ～ 1月22日

物産コーナーや鉄道模型の展示等を行います。
（時間は各ブースで異なります）

演芸発表　21日 10：15～15：30
　　　　　    22日 10：00～14：30
※「餅投げ」は安全確保のため中止です。

クリエート浜松

053-453-5311

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

どうする家康
浜松 大河ドラマ館
プレオープン

どうする家康
浜松
大河ドラマ館

中区元城町
102-1

■プレオープン
入館料　大人400円、小人200円

■グランドオープン
入館料　大人800円、小人400円

時間　10：00～18：00

※前売り券（～3/17まで販売）をご購入の方はプレオープン
期間中に1回無料で入場できます。大人640円、小人320円

どうする家康
浜松

大河ドラマ館
運営事務局

050-3154-0830
(10:00～17:30

平日のみ)

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、
「市役所前」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

浜松国際ピアノアカデミー
アクトシティ
浜松

中区板屋町 1月29日 ～ 2月5日

■オープニングコンサート
日時　1/29　15：00～
出演　小川典子、石井克典、中野翔太

■アカデミー講師陣によるレクチャーコンサート
日時　1/30～2/1　19：00～20：30

公益財団法人
ジェスク

音楽文化振興会

03-3499-4530

JR浜松駅より徒歩7分

アート・カルチャー・フェア
浜松城公園2023

浜松城公園
中央芝生広場

中区元城町
100-2

1月28日 ～ 1月29日

出店者自身のアート＆クラフト作品と生産者の物産などの販
売、アートの実演・体験もあります。

時間　10：00～16：00

文化FORUM
浜松

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

サザンクロス
ほしの市

浜松
サザンクロス
商店街

中区砂山町 1月8日

毎月第二日曜日開催の雑貨・飲食・ワークショップなどのブー
スが出店するマーケットです。

時間 10：00～15：00

浜松
サザンクロス
ほしのいち
実行委員会

JR浜松駅南口より徒歩約3分

プレオープン
1月22日～2月28日

グランドオープン
3月18日～2024年1月14日
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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 アクセス方法

アクト通り
「ふれあいデイ」

アクト通り
中央ロータリー
南側

中区中央 1月15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、「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）

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。

1月5日 他
■マルシェ・ド・ソラモ
1/5・6・19・20・27・28
　　　　　9：00～15：00

「マルシェ・
ド・ソラモ」

出品者の会

090-3851-6333

1月7日 ～ 1月9日
■第64回 ART MESSE HAMAMATSU 2023
1/7、8    10：00～17：00
1/9　　   10：00～16：00

ART　MESSE
実行委員会

090-9228-1823

1月12日
及
び

1月26日
■旬の味・採れたてバザール 
　10：00～15：00 

地域農林
水産物を
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12月25日発行

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。

ソラモ
浜松市
ギャラリー
モール

中区砂山町
320-2

JR浜松駅北口より徒歩約1分
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