〈 2020年8月 〉

浜松市イベント情報

■■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。
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

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。

浜名湖うなぎ探検隊

天保養魚場

西区白洲町
3353-1

☆午前・午後 各1回
4月16日 ～ 10月中旬 ☆見学料 大人500円・中学生以下無料
白焼き直売店、お食事処、お土産ご購入でご利用いただけ
る500円の利用券が付きます。

天保養魚場
053-4871896

東名浜松西ＩＣより、約20分

※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
百余年の伝統と独特の漁法で知られるかがり火漁法は、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
ロダイ、カニ、ウナギなどです。

たきや漁

浜名漁協
雄踏支所

西区雄踏町
宇布見
9985-3

たきや組合 JR舞阪駅、JR弁天島駅よりタク
シーで約7分。

5月15日 ～

9月末

時間 18時頃から3時間（出航時間は季節により異なりま
す）

053-5922260

東名浜松西IC、舘山寺スマート
ICより約20分。

料金：一隻（4名まで）33,000円～ (調理なし30,000円）
※詳細はお問い合わせ下さい

竜ヶ岩洞
あゆ狩り体験

竜ヶ岩洞
あゆ狩り園

北区引佐町
田畑19-2

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、
竜ヶ岩洞からすぐ近くの河原で、あゆ狩り体験。友達やグ
ループで協力してすばやく逃げるあゆを捕まえよう。楽しん 竜ヶ岩洞食堂 「 竜 ヶ 岩 洞 入 口 」 下 車 、 徒 歩 5
分。
だ後の焼きあゆは絶品！
ふるさと

5月16日 ～ 9月27日
時間 9：30～16：00（あゆ狩り体験 1匹750円）
※7/18～8/31毎日開催（要予約、当日予約も可）
それ以外の期間は土日祝のみ。

053-5431155

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
JR浜松駅北口バスターミナル1

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

かんざんじ温泉 西区
サンビーチ
舘山寺町

5月16日 ～ 11月1日

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 かんざんじ 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
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
温泉
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。 観光協会 約1分。
※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

053-4870152

東名 舘山寺スマートICより約5
分。
浜松西IC 県道65・48号経由で
約8km、15分。
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イベント名称

開催場所

住所

開 催

6月6日

期 間

イベント内容

浜松市
センター

北区引佐町
井伊谷616-5

8月1日

アクセス

浜松市
地域遺産
センター

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。

053-5423660

新東名 浜松いなさICより約10
分。
東名 浜松西ICより約30分。

■企画展「はままつ文化財速報展2020」
浜松市内には、城郭や古墳などの史跡や、寺社仏閣の建
造物、民俗芸能などたくさんの文化財が存在します。本展
示では、最近行われた主な取り組みの成果や文化財関連
～ 8月28日
の出来事をお伝えします。
時間 9：00～17：00
※入場無料

浜松市地域遺産センター 地域遺産

問合せ先

■夏休みの体験学習「いいのや 夏の陣」
①コーナー展示「記念物100年と浜松」
②キッズ考古学教室
8/8、9 10：30～12：00/13：30～15：00
③自由研究相談（期間中の火曜～金曜）
9：00～16：30
～ 8月23日
④館内謎解き探検
9：00～16：30
⑤けしごむはんこでオリジナルてぬぐいをつくろう
8/16 9：30～16：00
⑥光明山古墳のレプリカをつくろう
8/2 9：30～16：00
■「富士へのあこがれ」

平野美術館

平野美術館

中区元浜町
166

時間 10：00～17：00 (入館は16：30まで)
6月13日 ～

休館日 月曜日（月曜日が祝日の場合は開館、翌日休館）
観覧料 大人500円／中高生300円／小学生200円
※土日に限り小中学生無料

7月4日

秋野不矩美術館

8月10日

～ 8月23日

番乗り場より「元浜町」下車。

053-4740811

東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30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

新東名 浜松浜北ICより約10
分。
東名 浜松ICより約40分。

■特別展「佐藤美術館コレクション 花と緑の日本画展」
1990年大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」に出展し
た「花と緑・日本画美術館」の作品の一部を紹介する。
時間 9：30～17：00
料金 大人800円、高校生500円、小中学生 300円

天竜区
浜松市
二俣町
秋野不矩美術館
二俣130

平野美術館 JR浜松駅北口バスターミナル12

■第1回所蔵品展
「秋野不矩 色ふる筆の跡Ⅰ～動と静の群緑～」
群緑の印象的な秋野不矩を中心に展示します。
8月29日 ～ 10月18日
時間 9：30～17：00
観覧料 大人310円、高校生150円
中学生以下、70歳以上は無料
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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

■「くまのパディントン展」
原作者の仕事道具、絵本などの展示をします。

浜松市美術館

浜松市美術館

中区松城町
100-1

7月11日 ～ 9月13日

観覧料
一般 1,200円、大学・高校生・専門学生 800円、
小・中学生 600円
■今月の花ひろば 「ひまわり」 7月下旬～8月上旬

浜名湖ガーデンパーク
Summer Festa 2020

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク 5475-1

7月18日 ～ 8月30日

■8/21 「県民の日」は展望塔無料！
9：00～17：00（最終搭乗16：45）
■【中止】 スターウィーク2020 inはままつ

問合せ先

アクセス

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「美術館」下
車。

053-4546801
浜名湖
ガーデン
パーク
053-4881500

東名浜松ICまたは東名浜松
西ICから約30分。
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。

■森のムッレ教室
8/1 10：00～12：00
■ウォーターワールド
8/2 10：00～、11：00～、13：00～、14：00～

遠州灘海浜公園

県営
遠州灘
海浜公園
中田島北地区

南区
江之島町
1706

8月1日

他

■ナイトパーク
8/8 18：00～21：00
■ナイトネイチャーゲーム
8/22 18：00～20：00

静岡県営
遠州灘
海浜公園
053-4426775

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「中田島町」下車、徒歩2
分。
東名浜松ICより南へ11km約
20分。

HPまたは事務所窓口にてお申込みください。
参加費はイベント内容により異なります。
■夏休み工作教室 あそびのひろば
8/8 10：00～15：00
参加費 50円～100円（作るものにより異なる）
■花のウォーキング
8/8 10：00～12：00（先着30名）
はままつフラワーパーク
8月のイベント

はままつ
フラワーパーク

西区舘山寺
町195

8月8日

他

■不思議な植物ツアー
8/10 10：30～11：30
定員 先着30名 （小・中学生の親子）
■ウッドバーニング作り教室
8/10 10：00～15：00
参加費・・・500円～
定員 先着30名（小学3年生以上）
持物 作業用軍手
※入園料 無料 (7月～8月)

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

東名舘山寺スマートICから約5
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

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」交差点から国道
150号(南）へ約5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。

■スターウィーク観望会 in 天文台
8/1、4、5、6, 7 19：00～20：50
■太陽・昼間の星観望会
8/2 14：00～16：00
■「光の科学」分光（スペクトル）講座
8/2 13：00～14：00
要予約 7/19 14：00～お電話で天文台まで（申込順）
■望遠鏡を作ろう
8/4、5、6 18：00～19：00
要予約 7/11 14：00～お電話で天文台まで（申込順）
材料費 2,000円（当日集金）
浜松市天文台

浜松市天文台
8月のイベント

五島協働セン
ター

南区福島町
242-1

8月1日

他

■土曜星空観望会
8/8、15、 22、29 19：00～20：50
■星雲・星団を撮ってみよう！
8/16 19：00～20：50
■七夕ナイト
8/21 19：00～20：50
■天文ミニ講座 夏の星空
8/22 18：00～19：00
■親子天文教室「夏の星空を楽しもう」
8/7、8、15、21 18：00～19：00
要予約 7/18 14：00～お電話で天文台まで（申込順）
■めざせ望遠鏡マスター
8/29 18：00～19：00
要予約 8/15 14：00～お電話で天文台まで（申込順）
■テーマ展「あかりの道具」 7/25～9/27

浜松市博物館
8月のイベント

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

■夏休み体験館 8/1～8/23
期間中、さまざまな体験イベントを行います。開催時間、参
加費は体験内容により異なります。
・うちわづくり ・万華鏡づくり ・自由研究個別相談 他
■はまはく夏祭り 8/21
■8/21は観覧無料デー(県民の日）
※観覧料（大人310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者1名は無料）
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イベント名称

第53回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2020
（地球環境展）

開催場所

浜松城公園
中央芝生広場

住所

中区元城町
100-2

開 催

8月8日

期 間

～ 8月10日

イベント内容

出店者自身のアート・クラフト作品、生産者の物産、農家の
野菜・果物などを販売します。
時間 10：00～16：00

問合せ先

アクセス

地球文化
FORUM

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。

090-92281823

東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。

季節の行事食や郷土料理を楽しくおいしく作りましょう！
ドラゴンママは、「食」の体験を通してお子様から大人までよ
り多くの皆様に季節の行事食や郷土料理のすばらしさをお
伝えできたらと願っています。

ドラゴンママの「食」体験

ドラゴンママ
加工場

天竜区龍山
町瀬尻930-1

8月6日 他

ソラモ イベント

ソラモ浜松市
ギャラリーモー
※台風等でやむ得ない理由によ ル
り、中止や開催日時が変更とな
る場合があります。

■流しそうめん・くず餅づくり
時間 10：00～15：00
参加費 大人 3,500円 （10歳まで2,000円）
昼食代、お土産、材料費を含む（税込）
定員
20名（先着順）
持ち物 エプロン、タオル、三角巾
申込方法 1週間前までに電話またはFAXで問合せ

8月23日

中区砂山町
320-2

■マルシェ・ド・ソラモ
8/6・7・20・21・28
9：00～15：00

ドラゴンママ
浜松浜北ICから国道152号を北
053-968- 上し、約45分
0011

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会
090-1472-4607

JR浜松駅北口より徒歩約1分

8月13日

及
■旬の味・採れたてバザール
8月27日
び
10：00～15：00

※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

地域農林水産物
をPRする会
090-1982-4756

2020年7月20日発行
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