〈 2018年7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
※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）

■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」

6月2日

～ 7月8日

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

☆時間 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）

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
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。

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。

■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆日時 7/14 14：00～14：30

秋野不矩美術館
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。
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 9:30～17:00 （入館は16:30まで）
※休館日 7/2、7/9、7/17、7/23、7/30、7/31
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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

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。

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。
■7/7（土）ギャラリートーク「学芸員による展示会の見どころ紹

浜松市美術館
この男が
ジブリを支えた。
「近藤喜文展」

介」
■7/21（土）講演会「アニメーター近藤喜文」
■7/29（日）イベント「カオナシがやってくる！」

6月23日 ～ 9月9日

浜松市美術館

中区松城町
100-1

☆日時 9：30～17：00
※ 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

【第1部】
■式典 10：00～10：45

市制施行107周年
記念式

アクトシティ浜松
中区板屋町
大ホール

7月1日

【第2部】
■第10回浜松国際ピアノコンクール プレコンサート
11：00～12：00 出演者：海老彰子さん
※入場無料 ※当日、直接会場へ

第23回
いなさほおずき市

7月7日

～

7月8日 竜ヶ岩洞広場

北区引佐町
田畑193

日本有数のほおずきの産地である引佐地域。竜ヶ岩洞広
場にて「ほおずき娘」らによるほおずき展示即売が行われ
るほか、北区女性団体「きたっこ」によるほおずき人形の実
演・展示販売などが行われます。
☆時間 9:00～17:00

浜松市役所
秘書課
053-457-2070
（公財）浜松市
文化振興財団
053-4511114

奥浜名湖
観光協会
053-5224720

※無料（竜ヶ岩洞入洞料は別途）

JR浜松駅より徒歩7分。

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、
「竜ヶ岩洞入口」下車、徒歩5
分。
東名浜松西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。
新東名浜松いなさICより約10分

クリエート浜松開館30周年を記念し、クリエートを普段ご利
用いただいている市民の皆さまとともに企画したイベントを
開催します。
■記念式典 7月15日(日) 13:00～14:00（予定）

クリエート浜松
創造のおもちゃ箱

7月14日 ～

7月15日 クリエート浜松

中区早馬町
2-1

■シンセティック・オペラ
『何故・だから～ほどける糸のゆくえ～』
7月14日(土) 2Fホール ①14:00～ ② 18:00～

(公財)
JR浜松駅北口より徒歩10分。
浜松市文化
振興財団
または遠州鉄道「遠州病院駅」
クリエート浜松 下車すぐ。
053-453-5311

■コンサート 宮川彬良withダイナマイトしゃかりきサーカス
7月15日（日）2Fホール 14：30（開場14：00）
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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

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。

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。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル15
番「渋川」行き70分、「おそ渕」下
車、徒歩50分。

053-5224720

新東名浜松いなさICより県道47
号、県道299号経由で約15分。

■太陽・昼間の星観望会 7/1 14：00～16：00
■土曜星空観望会 7/7 7/14 7/21 19：00～20：50
■四季の星空写真講座：夏 7/15 18：00～20：30
※要予約 6/23 14：00～ 電話にて受付

■親子天文教室「夏の星空を楽しもう」 7/20 19：00～21：00
※要予約 7/7 14：00～ 電話にて受付

浜松市天文台

浜松市天文台

五島協働センター

南区福島町
242-1

■天文ミニ講座 夏の星空 7/21 17：30～18：30
■望遠鏡工作 7/22 18：00～21：00
※要予約 7/14 14：00～ 電話にて受付

■火星接近観望会 7/27 7/29～7/31
7/28 19：00～0：00

20：00～0：00

■皆既月食観望会 7/28 3：00～5：00
詳細はホームページにてご確認ください。

■こども水遊び広場 7/21～9/2 9：00～17：00
■アサガオ展 7/21～7/22 9：00～12：00
はままつフラワーパーク

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺町
■不思議な植物展 7/28～9/2 9：00～17：00
195
■カブトムシ・クワガタワールド 7/28～9/2 9：00～17：00
※入園料 無料 (7月～9月)
引佐町久留女木（くるめき）地区に伝わる「大蛇伝説」にち
なんだまつりです。地元若衆が操る全長12mの大蛇が、娘
役に先導されながら川を渡ります。また、若衆や地元の子
供たちによる「大蛇踊り」も披露されます。

川合渕まつり

7月7日

川合渕公園

北区引佐町
西久留米木

■蛇塚供養・奉納蛇踊り
☆時間 14:30～15：30 川合渕公園
■ステージイベント
☆時間 16：00～20：30 旧久留女木小学校体育館
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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

■レッサーパンダの日
☆日時 7/7 14:00～
※場所 レッサーパンダ舎前
■特別企画展「どうぶつのほね」
☆日時 7/14～9/17
※場所 動物愛護教育センター2階（動物園内）

浜松市動物園
7月のイベント

7月7日

他

浜松市動物園

西区舘山寺町 ■どうぶつガイド「ポニー」
199
☆日時 7/15 13:15～
※場所 ポニー写真撮影所

アクセス方法

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

■アミメキリン「ダイヤ」成長記録会
☆日時 7/22 11:00～
※場所 ミニサファリ

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。

※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。

第5回
こいね水窪
「じゃがた祭り」

7月8日

水窪
商店街通り

水窪町の在来種「水窪じゃがた」をメインにしたイベント。新
じゃがいもの販売、じゃがいもの串焼き、煮ころがし、コロッ
ケなどのバザーを中心に屋台が大集合。浜松消防音楽隊
天竜区水窪町 パレード、バンド演奏などもあります。本部前では、一定の
奥領家
条件をクリアした来場者を対象とした、豪華賞品が当たる
抽選会も最後にあります。

天竜区
観光協会
水窪支部
053-9872100

☆時間 11：00～15：00

細江神社 祇園祭

7月14日 ～

7月15日 細江神社

北区細江町
気賀996

地震の神様として知られる細江神社のお祭り。初日は赤池
様での祭礼を行い、2日目はご神体を船に乗せ、浜名湖を
渡る「湖上渡御」が行われます。西気賀のプリンス岬から行
列が町を歩きます。

細江神社
053-5221857

☆時間 10：00～21：00
鉄道関連事業者が所有する鉄道ジオラマ、乗用ミニSL、新
幹線鉄道模型等に関する総合イベント。トーマスとパー
シーの2編成の機関車と動くロンドンバスを館内運行しま
す。

きらきら鉄道博2018
in はままつ

7月14日 ～

浜松市

7月16日 総合産業展示館

東区流通元町 ☆時間 9：30～15：30 （最終入場15:00まで）
20番2号
※入場券 （ ）前売り券
中学生以上900円（700円） 小学生以下700円（500円） 3歳以下
無料、 障がい者手帳療育手帳提示でご本人と介助者1名無料

※詳しいイベント内容、チケット購入方法については公式
HPにてご確認ください。

きらきら
鉄道博
ｉｎはままつ
実行委員会
事務局
053-4211311

JR豊橋駅より飯田線にて「水窪
駅」下車、徒歩10分。
東名浜松ICより国道152号線を
北上、約2時間。新東名浜松浜
北ICより国道152号線を北上、
70分。
JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より「気賀・三ヶ日」行き
にて約50分、「国民宿舎入口」
下車、徒歩約1分。
新東名浜松いなさICより約20
分。

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
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イベント名称

弁天島海開き
「はまなこ夏フェスタ」

開

7月15日

催 期 間

開催場所

弁天島海浜公園

住所

西区舞阪町
弁天島3775-2

イベント内容

問合せ先

弁天島の海開きを祝うイベントとして、今年は弁天島・ビー
チスポーツアイランド「はまなこ夏フェスタ」を開催します。
ビーチスポーツの楽しさを実感してください。

舞阪町
観光協会

☆時間 9:00～15:00
☆場所 弁天島海浜公園・東側海水浴場

遠州大念仏

7月15日

犀ヶ崖資料館

中区鹿谷町
25-10

｢遠州大念仏｣は、遠州地方の郷土芸能のひとつで、初盆を
迎えた家から依頼されますと、その家を訪れて庭先で大念
仏を演じます。大念仏の団体は、必ずその家の手前で隊列
を組み、統率責任者の頭先（かしらさき）の提灯を先頭にし
て、笛・太鼓・鉦（かね）の音に合わせて行進します。笛・太
鼓・鉦（かね）・歌い手、そのほかもろもろの役を含めると30
人を越す団体となります。大念仏の一行が初盆の庭先に
入ると、太鼓を中心にして、その両側に双盤（そうばん）を
置いて、音頭取りに合せて念仏やうたまくらを唱和します。
そして、太鼓を勇ましく踊るようにして打ち鳴らし、初盆の家
の供養を行います。
江戸時代のもっとも盛んな時には、約280の村々で大念
仏が行われていました。現在、約70の組が遠州大念仏保
存会に所属し活動しています。また、現在も犀ヶ崖では、毎
年7月15日に三方原合戦の死者の供養として、遠州大念仏
が行われています。

053-5920757

犀が崖
資料館
053-4728383

アクセス方法

JR浜松駅より、東海道線下り列
車乗車約15分、「弁天島」駅下
車徒歩3分。

JR浜松駅北口バスターミナル1
番のバスにて「浜松北高」下車、
徒歩5分。15番乗り場のバスの
場合は「犀ヶ崖」下車すぐ。
東名浜松西ICより約25分。

☆時間 18:30～21:00頃
大念仏 ①19：00頃～ ②20：00頃～（各30分）
盆踊り ①18：30頃～ ②19：30頃～（各30分）
※大雨の場合は中止になることもございます。
※駐車場はございません。公共交通をご利用ください。
※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

アクセス方法

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。

■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
☆日時 7/15 9：00～14：00
※入館料は別途必要（大人400円）

浜松まつり会館

7月15日

及
び

7月28日 浜松まつり会館

■「凧とあそぼう！」家族で凧作り教室
浜松まつりに使用する材料を使用した凧作り教室です。当
日は小学生以下のお子様に家康くんと直虎ちゃんの絵柄
の入ったミニ凧を無料でプレゼントします。
南区中田島町
☆日時 7/15 10：00～12：00
1313
※参加費 凧1枚800円
※要申込 6/15よりお電話で浜松まつり会館へ（先着20
名）
※入館料は別途必要（大人400円）

053-4416211

東名浜松ＩＣより約15分。

■「親子で作ろう！」ペットボトルでこどもちょうちん
使用済みのペットボトルや牛乳紙パック、セロテープ等を利
用し、子どもが持って楽しめる安全な提灯を作る体験です。
☆日時 7/28 1部 10：00～11：00 / 2部 11：30～12：30
※参加費 提灯1つ700円（材料費、講師料、入館料含む）
※要申込 7/1～7/25 お電話で浜松まつり会館へ（先着20
名）

第20回記念
アジア・太平洋吹奏楽大
会

舞阪漁港
えんばい朝市

7月19日 ～

7月21日

アクトシティ

7月22日 浜松

舞阪漁港
魚市場

中区板屋町

アジア圏内における吹奏楽のレベル向上及び吹奏楽に携
わる人々の人的交流を図ることを目的に、吹奏楽に関する
研究発表、講演、コンサート等を2年毎に企画・開催してい
ます。

APBDA浜松
大会事務局
JR浜松駅より徒歩7分。

7/19（木）オープニングコンサート
7/20（金）サテライトコンサート・交流会・プロムナードコンサート
7/21（土）メインコンサート/シンポジウム
7/22（日）メインコンサート/クロージングコンサート

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。

053-4511151

浜名商工会
舞阪支所
053-5923811

JR浜松駅よりJR東海道線にて
「弁天島」駅下車、徒歩15分。
浜松西IC 東名浜松西ICより約
30分。

当日のみの
連絡先
053-5920320

※駐車場は弁天島海浜公園に
なります。（朝市会場で無料駐
車サービス券(当日のみ利用
可）をお渡しします）
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天竜浜名湖鉄道「二俣本町駅」

フェスタ天竜

クローバー通り
商店街

7月21日

よさこいソーラン、キッズダンス、地元高校の吹奏楽演奏等 天竜商工会 下車徒歩5分。
遠州鉄道「西鹿島駅」より山東
天竜支所
天竜区二俣町 のステージショーや、物産展を行います。
行」バスで「城下通り」下車。
二俣
053-925☆時間 16：00～21：00
5151
※交通渋滞が予想されます、公
共交通機関をご利用ください。

新宮池 夏祭り

天竜区春野町
和泉平
(新宮池）

7月21日

新宮池は標高５００ｍの山頂に湧き出る水を水源とする池
です。毎年７月下旬には池に屋台舟を浮かべ、夜には花火
天竜区春野町
が打ち上げられるなど盛大な祭が開催されます。
和泉平地内
☆時間 19：00～21：00

☆時間 19：00開演

オルガンコンサート
「第163回定期演奏会」

浜松市福祉
交流センター

7月25日

中区成子町
140-8

演奏者：本田ひまわり

※入場無料

清流の女王と呼ばれる、ヤマメを素手で捕まえるイベントで
す。当日は、２，５００匹のヤマメを放流します。

ヤマメつかみ取り大会

水窪西浦地内池島 天竜区水窪町
☆時間 受付開始 10時 / スタート 12時
地区
奥領家

7月29日

※料金 1,500円(高校生以上) 、500円(小中学生)、幼児無
料
※駐車場 無
航空自衛隊浜松広報館に展示されているライトアップされ
た航空機と自衛隊機のナイトフライトの見学ができます。（予

航空自衛隊浜松広報館
「夜間開館」

航空自衛隊

7月30日 ～

7月31日 浜松基地
広報館

西区西山町
無番地

定）

☆開館時間 13：00～20：00 （13：00までは閉館）
※航空自衛隊の都合により中止となる場合がありますの
で、ご了承下さい。

平成30年度
プロムナードコンサート

7月1日

7月 7日
及
7月20日★ キタラ
び 7月21日

中区砂山町
浜松駅
北口広場

☆時間 7/1（浜松市制107周年記念） 15:00～
7/7、7/20、7/21 17：00～
★7/20 アジア・太平洋吹奏楽大会プログラム
※雨天中止

春野協働
センター
053-9830001

（新東名：浜松浜北ＩＣより約４０
分）国道１５２号北上⇒（山東交
差点右折）⇒国道３６２号北上
⇒（若身橋交差点右折）⇒県道
５８号東進 ⇒（新不動橋手前左
折）⇒ 山頂まで

浜松市
JR浜松駅北口バスターミナル4
福祉総務課 番乗り場より乗車弁天島行き、
「成子坂」下車、徒歩3分。

053-4572326

JR浜松駅より徒歩10分。

天竜区
観光協会
水窪支部

豊橋駅より、飯田線「水窪」下
車、タクシー15分。

053-9872100

新東名「浜松浜北IC」よりR152
北上、約100分。

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。

(公財）浜松市
JR浜松駅北口。
文化振興財団
053-4511151

東名浜松西ICもしくは浜松ICよ
り車で約20分。
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JR浜松駅北口バスターミナル13

第28回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2018
（地球環境展）

7月7日

～

7月8日

浜松城公園
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。

文化FORUM 番乗り場全線乗車可能、「浜松
城公園入口」下車、徒歩2分。ま
浜松
090-92281823

☆時間 10：00～15：30 （雨天中止）

■注染・ゆかた・和装展
7月7日

ソラモ イベント

7月3日 他

7月12日

ソラモ浜松市
ギャラリーモール

■マルシェ・ド・ソラモ
中区砂山町
320-2

☆日時 9:00～15:00
7/3 7/4 7/5 7/11 7/19 7/21 7/25 7/27 7/28
■旬の味・採れたてバザール

及
7/26
び

☆日時

7/12 7/26

10：00～15：00

東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。

（一社）
静岡県
繊維協会
053-4567222

☆日時 7/7 10:00～18:00
7/8 10:00～17:00
※ゆかた及び和装製品の展示
※注染実技の体験コーナー
※ゆかた無料着付け

～ 7月8日

たは、1番乗り場全線乗車可能、
「市役所南」下車、徒歩5分。

「マルシェ・ド・
ソラモ」
JR浜松駅北口より徒歩約3分。
出品者の会
090-5617-3518

地域農林水産
物をPRする会
090-1982-4756

■アート・メッセ浜松 2018

※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 7月22日 ～ 7月23日
る場合があります。

アートメッセ
実行委員会
☆日時 7/22～7/23 10：00～17：00 （7/23は16：00まで） 090-9228-1823

※7/22はステージ STARSHIP2018 同時開催
毎月、第2日曜に開催！
サザンクロス
ほしの市

7月8日

浜松サザンクロス
中区砂山町
商店街

☆時間 10：00～15：00
詳細は インターネットより検索ください。

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

JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
「ふれあいディ」

7月15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6月20日発行
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