2015年浜松市 ９月イベント情報
イベント名称

プラネタリウム
一般番組
「アースシンフォニー
〜 光と水が奏でる
空の物語 〜」

浜名湖うなぎ探検隊

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

開催期間

住所：浜松市

中区北寺島町
4月1日～
256-3
2016年
3月31日
浜松科学館

イベント内容

問合せ☎

アクセス方法

わたしたちがすむ地球はこんなにもすばらしかった。美しく迫力
のある映像を詰め込んだ全天映像詩。オーロラ、流星群、雪や
雲。地球を包む大気が起こす美しい現象を360度に広がるドーム
スクリーンで体感しましょう。人気声優アーティスト水樹奈々が、
JR浜松駅南口より徒歩7分。
癒しのナレーションで空の物語へと誘います。巡る季節の星空を
053-454浜松科学館
※自家用車の駐車場はございませ
壮大で心地よい音楽とともにお楽しみください。
0178
ん。
☆時間 休館日を除く全日：16:00～16:40
※会場 浜松科学館3Fプラネタリウム「ときめきら」
※定員200名（当日1階インフォメーションにてチケットを販売）

4月16日～
9月下旬

西区白洲町
3353-1
浜名湖自慢
天保養魚場

西区舘山寺町
5月1日～
かんざんじ温泉
10月31日
サンビーチ

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。

5月15日～
9月30日

西区雄踏町
宇布見9985-3
浜名漁協
雄踏支所

天保養魚場

053-487- 東名浜松西ICより20分。
1896
国道1号線弁天島より15分。

※見学無料 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
浜名湖の貴重な生き物に触れられるエコ体験！
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。
※20名様以上貸切(1網料金) 30名様まで60,000円,50名様まで
70,000円

たきや漁

問合せ先
名称

JR浜松駅北口バスターミナル1番乗
舘山寺温泉 053-487- り場より舘山寺温泉行きにて約50
観光協会
0152
分、「銀行前」下車、徒歩約1分。
浜松西IC 県道65・48号経由で約
8km、15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。
☆時間 18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4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）

浜名漁協
雄踏支所

JR浜松駅より東海道線豊橋方面
053-592- 「舞阪駅」下車。タクシーで約5分。
2260
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。
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プラネタリウム
「ワンピース ザ
プラネタリウム」

中区北寺島町
7月20日～ 256-3
9月27日
浜松科学館

きらめく満天の星空と、流星やオーロラの美しく優雅な映像が、
ドームいっぱいに広がります。ワンピースでしか味わえないハ
チャメチャで笑いあふれる星座解説。星空や宇宙のおもしろさ
を、ワンピースの世界観満載の豪快さと笑いと感動でお送りしま
す!!

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

☆時間 土日祝・夏休み15:00～15:40
※会場 浜松科学館3Fプラネタリウム「ときめきら」
※定員200名（当日、1階インフォメーションにてチケットを販売）

プラネタリウム
一般番組
「ドラえもん
宇宙ふしぎ大探検２～
太陽系のひみつ～」

中区北寺島町
7月20日～
256-3
2016年
3月31日
浜松科学館

番組では、身近な流れ星への興味をきっかけに、私たちが暮ら
す太陽系を探検します。太陽系誕生の物語は、自分たちの地球
や太陽のつながりを実感し、一足先に太陽系を飛び出したNASA
の惑星探査機ボイジャーは太陽系の広がりを私たちに教えてく
れます。 ドラえもん、のび太達と太陽系探検へ出かけよう。
☆時間 土日祝・夏休み・冬休み・春休み 11:00～11:40
※会場 浜松科学館3Fプラネタリウム「ときめきら」
※定員200名（当日、1階インフォメーションにてチケットを販売）

家康公四百年祭
甦る！
若き日の家康公展

中区元城町
7月27日
100－2
～10月25
日
浜松城

浜松時代の若き日の勇猛果敢な家康公を再現した等身大3Ｄ像
や立体しかみ像をはじめ、既に公開されている三方ヶ原の戦い
ジオラマを一堂に集め展示します。
・三方ヶ原の戦いジオラマ：全5場面
053-453浜松城
JR浜松駅北口バスターミナル1番乗
・立体しかみ像：青壮年期の家康公を物語る唯一の肖像画を立
3872
り場全線乗車可能、「市役所南」で
体像として制作。 記念写真用に立体しかみ像の顔はめパネル
浜松市
下車。
も設置します。
053-457広聴広報課
または、徒歩15分～20分。
・3D肖像
2293
☆時間 8:30～16:30
※場所 浜松城 天守門（浜松城入場料が必要）

秋野不矩美術館
第3回所蔵品展
秋野不矩創造の旅路Ⅱ
～子どもたちを見つめて～

7月28日～
9月6日

天竜区
二俣町二俣130
浜松市
秋野不矩美術館

秋野不矩は、6人の子どもを生み育てながら絵を描いてきまし
た。身の回りの子どもたちを独特のタッチで描き、人物画で新し
い日本画表現に挑戦しました。インドを訪れた時には、懸命に生
きる子どもたちを慈愛に満ちた眼差しで見つめ、描いています。
自身の子どもを描いた《童女》、《少年群像》や、インドの子どもた
ちを描いた《糸》、《村童》、子ども向けの仕事として携わった絵本
挿絵より《いっすんぼうし》の原画などを展示します。
☆時間 9:30～17:00
※休館日 毎週月曜日
※入園料 大人３00円、高校生150円、中学生以下・70歳以上・
障害者手帳所持者無料

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
053-922矩美術館入口」下車、徒歩約10分。
0315
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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はままつフラワーパーク
オオオニバスに
乗ってみよう！

シラタマホシクサ開花

8月13日
～8月16日 西区舘山寺町195
8月22日 はままつ
～9月23日 フラワーパーク
の土日祝

北区細江町中川
9月1日～ 7000-46
9月30日
銅鐸公園

世界一大きな葉っぱに乗ってみよう。水の上に浮かぶ世界一大
きな葉っぱ「オオオニバス」に乗ってみませんか？（雨天中止）
☆時間 13：00～14：00
※対象 体重20kg以下の子ども（葉の状態により人数制限また
は中止する場合があります。）
※入園料参加費無料
北区細江町の銅鐸公園で絶滅危惧種の「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、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。是非ご覧ください。

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
053-48740分「フラワーパーク」下車。
0511
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。

奥浜名湖
観光協会

053-522東名浜松浜西ICより車で約15分。
4720

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

竜ヶ岩洞

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
053-543- 洞入口」下車、徒歩5分。
0108
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。

※お出掛け前に開花情報をご確認ください。

プラネタリウム
オリジナル番組
「小惑星探査～太陽系と生
命の起源を探る～」

中区北寺島町
9月1日～ 256-3
9月30日
浜松科学館

軽便鉄道奥山線
～田畑駅と竜ヶ岩洞

北区引佐町田畑
9月1日～ 193
10月31日
竜ヶ岩洞

渋川しいたけ狩り

野草観察と
富幕山秋の山開きウォーク

9月1日～
11月30日

北区引佐町渋川
237－1
てんてんゴー・
しぶ川

北区引佐町奥山
9月5日

「小惑星」とはどんな天体か知っていますか？ 一見地味なその
天体には、秘密がたくさん詰まっています。小惑星を目指す探査
機とともに、その秘密に迫りましょう。
☆時間 14：00～14：40 （休館日を除く全日）
※会場 浜松科学館 3F プラネタリウム「ときめきら」
※定員 200名（当日、1階インフォメーションにてプラネタリウム
チケットを販売）
竜ヶ岩洞にて企画展が開催されます。竜ヶ岩洞売店に実物大の
運転席模型などの展示もあります。模型に乗って記念写真も撮
れます。
☆時間 9：00～17：00
※入洞料は別途かかります。
しいたけのもぎ取り体験とバーベキューです。しいたけをほだ木
から直接もぎ取って、鶏肉や野菜と一緒にバーベキューで召し上
がっていただきます。ご飯、味噌汁、野菜、鶏肉つきです。（完全
予約制）
☆時間 11：00～13：00
※料金 2,100円
自然豊かで山野草の宝庫「富幕山」を遠州自然観察員のガイド
で歩くウォーキングイベントです。富幕山入口より山頂まで、約
3kmのウォーキング、遠州自然研究会のガイドさんと山野草の勉
強をしながらハイキングコースを登ります。

富幕山
☆時間： 9：30～12：00 （受付 9：00～9：30）
※集合場所 富幕山入口 （奥山高原より徒歩5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、「渋川」下
てんてん
053-545車、徒歩約5分。
ゴー・しぶ川
0452
新東名浜松いなさICより車で約20
分。

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「奥山」行きにて「奥山」下
053-522車後、徒歩約40分。
4720
新東名浜松いなさICより車で8km、
県道68号線にて約15分。
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浜松科学館
サイエンスショー
「わ！空気砲でぽん☆」

9月5日
9月6日
9月12日
9月13日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

空気砲を使っていろいろな実験を楽しく紹介します。
☆時間 ①11:00～11:20 ②13:00～13:20
※会場 浜松科学館 常設展2F サイエンスステージ
※当日直接会場へお越しください。

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454※自家用駐車場はございません。
0178

浜松駅前北口キタラにて、まちなかコンサートが行われます。
☆時間

平成27年度
まちなかコンサート
プロムナードコンサート

9月5日
9月12日
9月19日
9月26日

中区砂山町
浜松駅北口広場
キタラ

15:00～

5日（土） 三方原中学校＆細江中学校、浜松修学舎高校、
浜松北高校、ヤマハ吹奏楽団

(公財）
JR浜松駅北口。
浜松市
053-451東名浜松西ICもしくは浜松ICより車
12日（土） 浜松学芸中学校・高校、北部中学校＆舞阪中学校、 文化振興財
1151
で約20分。
西遠女子学園、浜松日体中学校・高校
団
19日（土） 浜松湖南高校、浜松湖東学校、浜松市民吹奏楽団
26日（土） 天竜高校＆佐久間高校、浜松西高中等部＆高校、
城北工業高校＆浜松学院中学校・高校＆オイスカ高校
夏から秋の星座、星雲・星団、土星等を肉眼や望遠鏡でご案内
します。

浜松市天文台
土曜星空観望会

9月5日
9月12日
9月19日
9月26日

浜松科学館
作品展「浜松市小中学生
理科研究作品展」

中区北寺島町
9月5日～ 256-3
9月23日
浜松科学館

はままつフラワーパーク
遠州の自然展

南区福島町242-1
浜松市天文台

西区舘山寺町195
9月5日～
9月30日 はままつ
フラワーパーク

☆時間 19：00～20：50
※申込不要、参加無料。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。
※天候不順の場合は、中止になることがあります。

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
053-425車、徒歩約2分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

浜松市内の小中学生の理科自由研究の優秀作品を展示しま
す。
☆時間 9:30～17:00
※会場 浜松科学館 1F ギャラリー
※当日直接会場へお越し下さい。

自然をテーマに、植物を中心とした写真などを展示します。
☆時間 9:00～17:00
※入園料、参加費無料

浜松科学館

はままつ
フラワー
パーク

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

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
053-48740分「フラワーパーク」下車。
0511
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。
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西区雄踏町

田んぼで稲刈り体験をします。稲を持参した鎌で刈り、脱穀機ま
で運びます。作業終了後、田んぼでやら米かおにぎり試食、ＢＢ
Ｑをします。

ゆうとうやら米か稲刈り体験 9月6日
雄踏町内田んぼ

☆時間 14:30～17:00
※参加費 大人1,500円、子供500円
※要申込 先着20組

地域活性化
プロジェクト 053-592東名浜松西ICより環状線南へ約20
らびりんす
1034
分。
ゆうとう

専用の機材で安全に太陽を観察します。条件が良ければ黒点や
プロミネンスが見られます。昼間に見える天体があればご案内し
ます。
9月6日

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

9月6日
9月27日★

南区福島町242-1
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。
東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

☆時間 14:00～16:00
場所 浜松天文台

9月27日 ☆時間 13:00～15:00
場所 遠州灘海浜公園(中田島北地区)正面広場

浜松市
天文台

※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、会場にお越しください。
※天候不順の場合は、中止になることがあります。
★27日は遠州灘海浜公園(中田島北地区)正面広場にて開催し
ます。

053-425★中田島会場
9158
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にて、「県立
海浜公園」下車。
東名浜松ICより、国道一号線へ。南
へ進んでいただき「中田島」交差点
を左折、馬込川橋手前を左折。

満天の星の下で一週間の疲れを癒しませんか？仕事帰りの大
人を対象としたプラネタリウムの夜間投影です。

中部ガスCOSMOS Special
「金曜日のナイト・プラネ」

9月11日
9月25日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

西区舘山寺町195

はままつフラワーパーク
花のウォーキング

9月12日

はままつ
フラワーパーク

☆時間 19:00～19:50（開場18:30）
※先着200名（全席自由）
※大人向け（小中学生要保護者同伴、未就学児は不可）
※料金 500円
※当日、浜松科学館インフォメーションにて購入してください。（チ
ケット販売は18:30～）

フラワーパークで活躍しているボランティアガイドの皆さんが、園
内の季節のスポットをご案内します。ご気軽にご参加下さい。
☆時間 10：00～12：00
※入園料無料

浜松科学館

はままつ
フラワー
パーク

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

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
053-48740分、「フラワーパーク」下車すぐ。
0511
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。
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浜松市博物館
かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

9月12日

浜松科学館
作品展「第37回浜松市
小中学生発明くふう展
優秀作品展」

中区北寺島町
9月12日～ 256-3
9月27日
浜松科学館

静岡県立美術館
移動美術展
秋野不矩創作の旅路
特別編
画家たちの世界旅行

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

9月12日～
10月4日

天竜区
二俣町二俣130
浜松市
秋野不矩美術館

浜松市美術館特別展
第9回浜松国際ピアノコン
中区松城町100-1
9月12日～
クール開催記念
11月1日
浜松市美術館
「エリック・サティとその時代
展」

平成27年度
まちなか
にぎわいコンサート

9月13日

江戸時代に使われていたかやぶき屋根の民家の中で日本の昔
ばなしを聞きます。話の中に登場する昔の遊具を実際に見たり
触れたりすることもできます。絵本や紙芝居にはない語り部によ
る「おはなし」の世界を是非お楽しみください。
☆時間 14:00～14:30
※場所 蜆塚公園内江戸時代民家「旧高山家」
※定員 40人（当日先着順）

浜松市内の小中学生の発明くふう優秀作品を展示します。
☆時間 9:30～17:00
※会場 浜松科学館 1F エントランスホール
※当日直接会場へお越し下さい。
静岡県立美術館では、開館から遠く離れた県内各地域の方々へ
所蔵美術品の鑑賞機会を提供するために移動美術館を実施し
ており、今年度は秋野不矩美術館で開催します。2600点余りに
及ぶ県立美術館所蔵品の中からテーマに沿って厳選した作品を
展示し、会期中、無料にてご覧いただけます。

浜松科学館

フランス音楽界が誇る異才であり、後のBGMやミニマル音楽、
イージーリスニングなど、現代音楽の礎を築いた音楽家、エリッ
ク・サティ（1866-1925）。その生涯は、彼の音楽同様に、既存の
価値観に縛られない自由さに溢れ、ピカソやピカビアなど、多くの
芸術家を惹き付けて止みませんでした。本展では、サティが刺激
を与え合った芸術家たちの作品を通して、彼の魅力に迫ります。
☆時間 9:30～17:00 （9/12(土)のみ10：00開館）
※休館日 月曜日 （10/12(月・祝)は開館、13日(火) は休館）
※料金 大人1,400円（1,100円）、大学生・高校生1,000円（800
円）、中学生・小学生600円（400円）
※（）内は前売料金、70才以上の方、障害者手帳等をお持ちの
方及び介護者1名は当日料金の半額

☆時間 12:00～（雨天中止）

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

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
053-922矩美術館入口」下車、徒歩約10分。
0315
東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10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
053-454車。
6801
東名浜松ICまたは東名浜松西ICか
ら約30分。

☆時間 9：30～17：00
※休館日 毎週月曜日（9/21は開館）、9/24
※料金無料

中区砂山町
浜松駅前北口キタラにおいて、浜松市内合唱団による演奏会が
JR浜松駅北口広場
あります。
キタラ

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、
053-456「博物館」下車。
2208
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。

(公財）
JR浜松駅北口。
浜松市
053-451東名浜松西ICもしくは浜松ICより車
文化振興財
1151
で約20分。
団
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三ヶ日青年の家まつり

9月13日

浜名湖畔の青年の家で、カニ釣り体験や湖畔の生物観察など行
北区三ヶ日町都筑 います。施設内ではＬＩＶＥステージや、ビンゴ大会、奥浜名湖物
523-1
産展が開催されます。湖畔で楽しむ体験まつりです！
三ヶ日青年の家

三ヶ日
青年の家

JR浜松駅北口バスターミナル15番
乗り場より、三ヶ日行きにて、「東都
053-526筑」下車徒歩30分。
7156
東名三ヶ日ICより県道310号線経由
で約15分。

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
053-425車、徒歩約2分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「福塚」交差点を左折。

☆時間 10:00～16:00
※入場無料
カメラを固定し、星の入った景色を写すための講座と実技です。
☆時間 19:00～21:00

浜松市天文台
天体写真講座2

南区福島町242-1
9月13日
浜松市天文台

天竜区水窪町
奥領家

水窪まつり
水窪花火大会

9月19日
9月20日

第9回
9月19日
浜名湖アート・クラフトフェア 9月20日

※講師 西岡毅さん （天文台事業協力者の会会員）
※持ち物 一眼レフやミラーレスカメラ等、シャッタースピードが
変更できるカメラと交換レンズ、三脚（お持ちの方）、持参カメラの
取扱い説明書
※要申込 8/22(土)14:00～お電話で天文台までお申込み下さい。
※定員 先着20名
※参加費無料
※天候不順の場合は講座のみ実施します。
昼間は仮装コンクール、夜は屋台の引き回しなどで熱気は最高
潮に！例年、約50組の人達が仮装コンクールにエントリーし、思
い思いの趣向を凝らしてコンクールに挑みます。また両日とも16
時ごろから各地区の屋台引き回しが行われます。夜は花火大会
をお楽しみください。友人や同僚、ご家族でぜひお越しください。

水窪地区
商店街通り
☆時間
(花火は総合体育館
花火大会 19日（土）19:30～20:00 ※雨天時は9月20日
前にて打上げ)
仮装コンクール 10:00～14:00
屋台引き回し 15:30～21:00

西区村櫛町
5475-1
浜名湖
ガーデンパーク

JR豊橋駅より飯田線にて「水窪駅」
水窪
又は「向市場駅」下車、徒歩5分。
観光協会
053-987- 東名浜松ICより国道152号線を北
（天竜商工
0432
上、約2時間。
会水窪支所
新東名浜松浜北ICより国道152号線
内）
を北上、約1時間半。

ものづくりで元気を発信！浜名湖アート・クラフトフェア！全国か
ら約300名を超えるクラフト作家が浜名湖ガーデンパークに自慢
の作品を展示＆販売する「浜名湖アート・クラフトフェア」はもの
づくりの素晴らしさを感じられる二日間。様々な素材を使って創
浜名湖
作した、世界でたった一つだけのオリジナル作品が並ぶ「作り
アート・
手」と「使い手」の交流広場です。浜名湖畔です。浜名湖畔で大
JR浜松駅北口バスターミナル1番乗
クラフト
053-452自然を感じながら、お気に入りの逸品を探してみよう！イベントも
り場より、舘山寺線乗車、約60分。
フェア
4700
盛りだくさん。ヤマハミュージックステージ、クラフト体験コー
東名浜松西ICより約25分。
実行委員会
ナー、地産地消コーナーを設置し浜松の魅力を発信します。
事務局
☆時間 10：00～16：00
※入場無料 雨天決行
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浜松市博物館
月見だんごを作ろう

浜松科学館
ミニ実験

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

浜松市博物館
テーマ展
浜松オートバイ列伝Ⅱ
「ライラックの軌跡」

9月19日
9月20日
9月21日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

9月19日
9月20日
9月26日
9月27日

中区北寺島町
256-3

9月19日
9月20日
9月26日
9月27日

中区北寺島町
256-3

9月19日～
10月18日

浜松科学館

浜松科学館

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

西区舘山寺町195

はままつフラワーパーク
金魚品評大会

9月20日

はままつ
フラワーパーク

米粉を使って遠州地方風に真ん中の「おへそ」がへこんだおだん
ごをつくります。
☆時間 ①10：00～②14：00～
※参加費100円、定員各10人
※15日（火）9時より電話（☎053-456-2208）で申し込みください。

浜松市
博物館

ミニ実験では、家庭などにある身近なものを使い、5分程度でで
きる簡単な実験を紹介します。実験を通して、科学の原理を分か
りやすく説明します。

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、
053-456「博物館」下車。
2208
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。

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

☆時間 ①11:30～11:50 ②14:30～14:50
※会場 浜松科学館 常設展2F エレクトロニクスのコーナー
※当日直接会場へお越しください。
植物や動いている微生物を顕微鏡で見てみよう！何が見られる
かは、その日のお楽しみ！！
☆時間 13:30～13:50
※会場 浜松科学館 常設展1F ミクロ観察カウンター
※当日直接会場へお越しください。
戦前の浜松市内でオートバイ産業が熾烈を極める中で、伊藤正
が立ち上げ、そして終止符を打った丸正自動車製造の歴史とラ
イラックの名車を展示します。
☆時間 9:00～17:00
※場所 浜松市博物館 特別展示室
※観覧料 大人300円、高校生150円、小中学生・70歳以上・障
害者手帳をお持ちの方は無料
愛好家が天塩にかけて育てた金魚が出品されます。和金、琉
金、出目金など、金魚の体形や色合い、艶の良さなどを競いま
す。11:00から金魚すくいを行います。（無くなり次第終了）
☆時間 10：00～15：00

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、
053-456「博物館」下車。
2208
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。

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
053-48740分)、「フラワーパーク」下車すぐ。
0511
東名浜松西ICより、舘山寺温泉方面
へ約15分。

8

第10回
天竜サイクルツーリズム
2015

浜松市・北遠地域の豊かな緑に囲まれて、 清流気田川と天竜川
のほとりを走るサイクリングイベントです。レースではないので安
全にゆっくりと大自然を満喫。ちゃりん娘3名も一緒におもてなし
の舞台を駆け抜けます！
9月20日

※受付は終了しております。皆様、是非ご観覧下さいませ。
☆時間 7：00受付、8:30スタート
※集合場所/スタート 浜松市船明ダム運動公園
※定員 700名
※参加費 5,000円

浜松科学館
試してみよう！
9月21日
「ぐらぐら、ぴたりっ！バラン
スおもちゃ」

井伊谷宮例大祭

船明ダム
運動公園周辺

9月22日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

053-4520555

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

井伊谷宮

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「神宮寺」
053-542下車、徒歩5分。
0355
新東名浜松いなさICより国道257号
経由約15分。

浜松科学館

053-454- JR浜松駅南口より徒歩7分。
0178
※自家用駐車場はございません。

新東名浜松浜北ICより車で約10分。
東名浜松ICより車で40分

バランスを取り戻せ！ふしぎな動きのバランスおもちゃで実験し
よう。
☆時間 ①10::00～12:00 ②13:30～15:30
※会場 浜松科学館常設展2F イベントひろば
※当日直接会場へお越しください。

井伊谷宮の御祭神である宗良親王の命日合わせて行われる大
北区引佐町井伊谷
祭。物産展やみそまん物語の販売やクライマックスに手筒花火
1991-1
の披露も行われます。
井伊谷宮神

天竜
サイクル
ツーリズム
事務局

☆時間 10：00～20：00
どんな姿勢で落ちても 足から着地するネコをつくるよ！

浜松科学館
つくり隊！あそび隊！！
「ふわっと着地！忍者ネコ」

9月22日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間 ①10::00～12:00 ②13:30～15:30
※各回50名 (団体での参加はご遠慮願います)
※会場 浜松科学館 常設展2F イベントひろば
※当日直接会場へお越しください。
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普段は見られない、あんなところやこんなところ。今日は特別に
のぞいてみよう！

浜松科学館「探検ツアー」

9月23日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間 ①13：00 ②14：00 ③15：00 （各回約20分）
※会場 浜松科学館全体
※各回10名（団体での参加はご遠慮願います）
当日、12：30～「常設展2Fイベントひろば」にて受付開始！

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454※自家用駐車場はございません。
0178

佐久間
観光協会

JR豊橋駅より飯田線「浦川駅」下
053-965- 車、徒歩20分。
1651
新東名浜松浜北ICよりR152-R473県道1号にて約50分。

※注意事項：
幼児は 保護者同伴での参加をお願いします。
ヒールのある靴での参加、団体での参加はご遠慮願います。

天竜区佐久間町
浦川2819

尾上栄三郎まつり

9月23日
尾上栄三郎塚
（浦川小学校近辺）

浦川歌舞伎定期公演を前に栄三郎を偲びます。150年以上前に
この浦川の地で病没した江戸歌舞伎の名門尾上家に所縁のあ
る尾上栄三郎を偲び、栄三郎塚にて大人のみならず子どもたち
にも集ってもらい、栄三郎と浦川歌舞伎との関連やその発祥の
歴史等を啓蒙するのと同時に浦川歌舞伎のPRを目的とする行
事です。お菓子投げや景品付餅投げ等も実施します。
☆時間 13:30～14:30

民話の郷イベント
&風流北条峠の観月会

天竜区佐久間町
佐久間1832-1
9月26日
佐久間
民俗文化伝承館

風光明媚な北条峠で民話の語り聞き比べ、ふるさと文化の伝承
「地突き唄」、ふるさと歳時記「農家のお月見事情」の再現、ふる
さとカルタ名人戦、ゆるキャラさとまるくんとジャンケン大会、景品
豊橋駅からJR飯田線にて佐久間
民話の郷
付餅投げ、民話◯×クイズ等のイベント、津軽三味線＆お月見
駅、城西駅下車。送迎バス（有料）
イベント実行
の再現、地元獅子舞、剣舞、多彩な伝統芸能披露、物産展では
053-965- 運行。
委員会
北条峠の手打ちそば、伝統のとじくり、手作りそば、ごまちゃん、
1651
新東名浜松浜北ICより、約60分。
(佐久間
ゆず味噌、ヤマメの塩焼き、串芋、等々手作り無添加の美味しい
※駐車場は非常に少ないので利用
観光協会)
ものがいっぱい出品されます。
できません。
☆時間 10:00～20:00

気賀関所
月見の会

9月26日

北区細江町気賀
4577
気賀関所

昼間とは違った薄暗い月明かりの江戸情緒あふれる気賀関所で
音楽鑑賞（ピアノ・オカリナ）はいかがですか？
☆月見の会 17：00～19：30
☆音楽鑑賞 18:：00～19：00
※料金 大人500円 中学生以下300円（饅頭・抹茶付）

気賀関所

JR浜松駅北口バスターミナル15番
053-523- 乗場「気賀」行きバス50分、「気賀駅
2855
前」下車、徒歩3分。
浜松西ＩＣより約20分
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龍潭寺
和歌劇「直虎」

9月26日

歌枕直美さんによる遠州の歴史を歌で表す和歌劇コンサートが
北区引佐町井伊谷
開催されます。和歌により家康の正室・築山御前と直虎、井伊直
1989
政を結ぶ縁を探ります。
龍潭寺

龍潭寺

JR浜松駅北口バスターミナル15番
053-542- 乗場「奥山」行きバス50分、「神宮
0480
寺」下車、徒歩7分。
257号線経由15分

舞阪町
観光協会

JR浜松駅より、東海道線下り列車
053-592乗車約15分、「弁天島」駅下車徒歩
0757
3分。

佐久間
観光協会

JR豊橋駅より飯田線「浦川駅」下
車、徒歩15分。
053-965- 新東名浜松浜北ICより、R1521651
R473-県道1号経由で約60分。
新東名引佐北JCT-三遠南信道R151-県道1号経由で約50分。

☆時間 18：30～20：30
弁天島、秋のビーチサイドでおくるトワイライトタイム、美味と音楽
と名月をお楽しみください！当日すっぽんスープを破格値にて提
供！1杯100円どど～んと限定500人分！

西区舞阪町弁天島

浜名湖すっぽん元気まつり

9月26日

☆時間 17:00～20:00 （少雨決行）
弁天島海浜公園
【各種イベント】
17:00 津軽三味線「弦侍物語」ライブほか

天竜区佐久間町
浦川2792

浦川歌舞伎定期公演

9月26日
旧浦川中学校
体育館特設「旭座」

浦川歌舞伎はここ浦川の地で病に倒れ最後の舞台を踏んだ江
戸歌舞伎役者、尾上栄三郎を偲んで例年開催されています。村
人により受け継がれてきた素人歌舞伎です。昭和30年代から途
絶えていましたが、地域住民の有志が集まって昭和62年に発足
した浦川歌舞伎保存会によって継承、上演されています。役者
から裏方まですべてを会員が行い、伝統を守っています。
☆時間 10:30～15:00（9:00から入場可）
※入場無料（おひねり・ご祝儀は大歓迎）

第12回浜名湖
フォークジャンボリー

はままつフラワーパーク
塚本こなみの園芸教室

9月26日
9月27日

9月27日

JR浜松駅北口バスターミナル1番乗
”音楽の街・浜松を世界に発信しよう！”をテーマに、音楽を愛す
り場より「舘山寺温泉」行きにて約60
西区村櫛町5475-1 る仲間・市民が一体となり、入場無料、自分たちでだけで、手作
浜名湖
分、「ガーデンパーク」下車。
りコンサートを立ち上げ、今回12回目を迎えます。
フォーク
090-9914- ※無料シャトルバスがでます。
浜名湖
ジャンボリー
9161
（JR舞阪駅⇔浜名湖ガーデン
ガーデンパーク
☆時間 9：15～17：00（小雨決行）
実行委員会
パーク） 8:30～18:00。
「屋外ステージ」
※アマチュアバンド 26日 26組 ・27日 27組参加
事務局
東名浜松西ＩＣより、弁天島方面へ
※入場無料
約20分。

西区舘山寺町195

今回は、「秋に向けてのバラの管理」についてお話します。

はままつ
フラワーパーク

☆時間 10：00～11：30
※参加費：300円 （入園料は無料）

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
053-48740分)、「フラワーパーク」下車すぐ。
0511
東名浜松西ICより、舘山寺温泉方面
へ約15分。
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南区江之島町1706

浜松市天文台
中秋の名月観望会

9月27日

遠州灘海浜公園
中田島北地区
北駐車場大型車
エリア

中区砂山町

第6回
9月19日～
地球といきものたちのまつり 9月25日 JR浜松駅
2015
北口広場

公園に望遠鏡を並べ、中秋の名月をたっぷり楽しみます。その
他 注目の天体もご覧いただけます。
☆時間 19：00～20：50
※申込不要、参加無料。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。
※天候不順の場合は、中止になることがあります。

動物愛護週間に因んで、いのちの大切さといのちにやさしい環
境づくりをテーマに、猫写真展の写真展、パネル展、動物アート
展など開催。
知ることから、できることから始めてみませんか！

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、
中田島砂丘行き、「中田島町」下車、
徒歩約5分
053-425- 三島、南区役所行き「県立海浜公
9158
園」下車
東名浜松ICより、国道一号線を南
進、「中田島」交差点を左折、馬込
川橋手前を左折

地球といきも
のたちの 090-9228JR浜松駅北口
まつり
1823
実行委員会

☆時間 11:00～18:00
2015石人の星公園秋祭りを開催致します。
南区江之島町
字白鳥山1706

2015 石人の星公園秋祭り

9月26日
9月27日

県営都市公園
遠州灘海浜公園
中田島北地区

【イベント内容】
ワンワン秋祭り：愛犬との暮らし方教室をはじめ、エクストリーム
まで幅広く
秋の風コンサート：Aステージバンド系各日10組、Bステージア
コースティック系各日10組
あそびの広場：クラフト教室、昔ながらのあそび、ゲーム大会
太陽望遠鏡観望会：27日13:00～15:00のみ
ラグビー体験ゲーム：ヤマハ発動機ラグビー部の協力でラグビー
ゲーム

※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。

静岡県営
遠州灘
海浜公園

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
053-442- 浜公園」下車、徒歩1分。
6775
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。

浜松市観光インフォメーションセンター

2015年8月20日発行
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