〈 2018年12月 〉
イベント名称

開

催 期 間

浜松市総合水泳場「ToBiO」

「水泳ニッポンの父
田畑政治展」

8月4日

～

開催場所

浜松市
2019年
総合水泳場
12月29日
ToBiO(トビオ)

浜松市イベント情報
住所

西区篠原町
23982-1

イベント内容

問合せ先

浜松市出身で水泳ニッポンの礎を築き、日本初のオリンピッ
JR浜松駅北口バスターミナル
ク招致の立役者である田畑政治氏が2019年大河ドラマ「い
4番乗り場より浜松市総合水
だてん」の主人公の一人となります。6枚のパネル等で紹
浜松市産業部 泳場行き、約30分終点下車。
介。
観光シティプ 又はJR高塚駅よりタクシー10
ロモーション課 分。
☆時間 9：00～21：00 （日曜日は19：30まで）
053-457-2293 東名浜松西インターより県道
65号、国道1号経由坪井町交
※会場 日本水泳の歴史資料室
差点より300m先左折。
※入場料 無料

織田信長の遺品や「宋版錦繍万花谷」(国指定重要文化財)
など貴重な文化財が展示されます。庭園はドウダンツツジや
モミジなどが見頃を迎えていきます。

龍潭寺
紅葉まつり 寺宝展

10月1日 ～ 12月10日 龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

☆時間 9：00～16：30
※拝観料 大人500円、小中学生200円

龍潭寺

2019年
3月3日

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、「神宮寺」下車、徒歩10
分。
新東名 浜松いなさICより南

053-542-0480 へ約10分。

東名 浜松西ICより北へ約30
分 または 三ケ日ICより東
へ20分。

※夜間特別公開 11/23～11/25 17：30～20：30
※夜間特別公開拝観料 大人600円、小中学生300円
9月15日 ～

アクセス方法

■小展示「道具たちの100年」
■テーマ展「博物館ができたころ-1979-」

10月6日 ～

2019年の浜松市博物館は開館40周年を記念して、開館したころの
博物館や浜松、社会の様子を写真や当時の資料を通して振り返り
ます。
※ギャラリートーク 12/28 14：00～14：30

2019年
1月14日

浜松市博物館

浜松市博物館

中区蜆塚
4-22-1

共通事項 （テーマ展 小展示）
☆時間
9：00～17：00
※観覧料 一般300円、高校生150円、中学生以下・70歳以上・各
種障がい者手帳をお持ちの方とその介添えの方1名まで無料

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。
東名浜松西ICより環状線南

053-456-2208 へ舘山寺街道左折、富塚経
由約20分。

■かやぶき屋根の古民家で聞く日本の昔ばなし
☆時間 14：00～14：30

12月8日
12月22日 ～ 12月28日
2019年
1月4日

～

1月6日

■冬休み体験館
お正月の遊び、クリズラリ―、焼き餅、缶バッジ作り、こま・ヨーヨー・
はしごコロコロの絵付け体験、こま回し大会 他
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イベント名称

遠州灘
天然とらふぐまつり

開

催 期 間

10月中旬 ～

2019年
2月28日

開催場所

住所

イベント内容

問合せ先

JR浜松駅北口バスターミナル
冬の味覚の王様、遠州灘とらふぐ！
かんざんじ 1番乗り場より舘山寺温泉行
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
きにて約50分、「舘山寺温泉」
温泉
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
浜名湖
西区舘山寺町
下車。
観光協会
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
かんざんじ温泉 1832-1
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
浜松西IC 県道65・48号線を
053-487-0152 舘山寺温泉方面へ約8km、15
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。

平野美術館
開館30周年記念
「どうぶつ家族たちの物語
はしもとみお木彫り展」

アクセス方法

9月22日 ～ 12月2日 平野美術館

中区元浜町
166

個性あふれる動物たちの家族にスポットをあてます。また、
動物たちを直に触ることのできるコーナーや動物たちをス
ケッチできるコーナーも併設しています。今にも動き出しそう
な世界でたった一つの彫刻作品を通して、私たち一人一人
の命の大切さを認識していただく好機となれば幸いです。
☆時間 10:00～17:00 (入館は16：30まで)

分。

JR浜松駅北口バスターミナル

平野美術館 12番乗り場より乗車約7分、
「元浜町」下車。

053-474-0811 東名浜松ICまたは東名浜松
西ICから約30分。

※観覧料 一般500円／中高生300円／小学生200円
※土日に限り小中学生は無料

秋野不矩美術館開館20周年の節目の年を飾る特別展とし
て、秋野不矩（あきの ふく、1908-2001）の生誕110年記念展
を開催します。

浜松市秋野不矩美術館
特別展：「秋野不矩-あふ
れる生命の輝き-」

龍雲寺
金澤翔子書展

☆時間 9:30～17:00
11月3日 ～

浜松市
2019年
秋野不矩美術
1月14日
館

天竜区二俣町
【前期】11/3～12/2 【後期】12/5～1/14
二俣130

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。
東名浜松ICより約40分。

053-922-0315 新東名浜松浜北ICより約10
※会期の前後半で、展示作品を大幅に入れ替えます。
※入館料 大人800円、高校生500円、小中学生300円、70歳
分。
以上、障がい者手帳所持者とその介護者1名は半額
※休館日 月曜日 12/4 12/25～1/2（12/24、1/14は開館）

11月21日 ～ 12月3日 龍雲寺

西区入野町
4702-14

今後毎年テーマを決め新たな作品に挑み、その作品を龍雲
寺に奉納するとともに新作の発表を兼ねた書展を開催いた
します。
☆時間 9：30～17：00 ※最終入場16：30
※入場無料

龍雲寺

JR浜松駅北口バスターミナル
5番乗車「宇布見山崎」行き
20分、「矢田坂」下車、徒歩3
分

053-447-1231 ■駐車場について

寺駐車場は台数に限りがある
為、徒歩5分のイオン浜松西
店駐車場をご利用下さい。
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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。

■浜松市 市展受賞者による個展
平成28年度・29年度に開催された浜松市芸術祭市展におい
て大賞を受賞した方々の個展を開催します。
・第1回 11/30～12/5
・第2回 12/7～12/12
※12/6は入れ替えの為 個展のみお休みとなります。

11月30日 ～ 12月12日

☆時間：9：30～17：00（入館は16：30まで）

浜松市美術館
秋の浜松市美術館まつり

浜松市美術館

中区松城町
100-1

※休館日 月曜日

※期間中の入館料は無料

■第9回浜松市とスイス・ベルン市の絵画交流展

☆時間

9：30～17：00 入館は16:30まで

※休館日 月曜日

11月23日 ～ 11月25日
12月1日 ～ 12月2日

大本山方広寺
奥山半僧坊

北区引佐町
奥山1577-1

※期間中の入館料は無料

■夜間拝観
紅葉だけでなく 重要文化財の「釈迦三尊像」や 全国の財
界人が参拝に来る倒産除けの塔「三重の塔」もライトアップさ
れます。今年もライトアップされた紅葉と夜間特別拝観をお
楽しみください
☆時間 17：00～20：30（20：00受付終了）

浜松市地域遺産センター
企画展
「ひよんどりとおくない」

12月1日 ～ 1月25日

西ICから約30分。

『あなたとって大切なもの「食と環境」』をテーマに作品を公募
し、入選した優秀作品を展示します。また、この展覧会に合
わせ浜松市美術館では『おいしい色と形の絵画』テーマに館
蔵品25点も鑑賞いただけます。

11月30日 ～ 12月13日

奥山方広寺
特別夜間拝観

053-454-6801 東名浜松ICまたは東名浜松

浜松市
地域遺産
センター

北区引佐町
井伊谷616-5

正月に行われる国指定無形民俗文化財「遠江のひよんどり
とおくない（川名のひよんどり、寺野のひよんどり、懐山のお
くない）」を中心にご紹介します。
☆時間 9：00～17：00
※観覧料 無料

大本山
方広寺
半僧坊
総本殿

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5
分。
新東名浜松いなさICより約10

053-543-0003 分。

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。
新東名 浜松いなさICより約

053-542-3660 10分。

東名 浜松西ICより約30分。
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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

出港して5分程で遊覧船に、あっという間にカモメが目の前を
飛び回ります。カモメが目の前で止まって見える姿は感動！
冬の浜名湖ならではの感動体験クルージングを楽しんでくだ
さい。

浜名湖遊覧船
2019年
12月上旬 ～
浜名湖遊覧船
カモメふれあい体験クルーズ
2月下旬

西区舘山寺町
2226-1

※料金 大人1,000円、小人・幼児 500円（30分コース）
大人1,500円、小人・幼児 750円（70分コース）
1/1（元旦）は 初日の出クルーズ(予約制)
(大人2,000円、子供1,000円、 小学生未満 無料)

浜名湖
遊覧船

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、「動物園」下
車。(約45分)
東名浜松西ICより、舘山寺温

053-487-0228 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（1
台200円）

※冷暖房、トイレ完備
※期間中毎日運行します。
雨天、荒天等欠航する場合がございます。
※定期便(30分・60分コース）の時刻表をご確認ください。

■太陽・昼間の星観望会 12/2 14：00～16：00
■土曜星空観望会 12/1 12/15 18：30～20：30
■土曜星空「延長」観望会 12/22 18：30～23：00
浜松市天文台

浜松市天文台

12月1日

他

五島協働センター

南区福島町
242-1

■天文台まつり
12/8 13：00～21：00
12/9 9：00～14：00 (※特別観望会18：30～20：30)
■ふたご座流星群 観望会 12/14 18：00～0：00

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

053-425-9158 を南進、「福塚」交差点から国
道150号(南）へ約5分

■天文ミニ講座「冬の星空」 12/15 17：00～18：00
イベントの詳細はホームページにてご確認ください。

ＪＡとぴあ浜松
「ふれあい農協祭」

実相寺
成道会-暁天坐禅-

12月1日

12月8日

浜名湖
西区村櫛町
ガーデンパーク 5475-1

実相寺

北区引佐町
金指1371

地元農産物の販売や展示会などを実施します。キャラクター
ショーや売店などの楽しいイベントで会場を盛り上げます。
☆時間 9：00～15：00

お釈迦様が悟りを開いた日の儀式。釈迦像の前で、坐禅や
和讃の奉納、読経を行います。終了後、甘酒の振舞いが行
われる予定です。

JR浜松駅北口バスターミナル

とぴあ浜松 1番乗り場より、「舘山寺温
農業共同組合 泉・村櫛」行きにて、「ガーデ
ンパーク」下車。(約60分)

053-486-4311

実相寺
053-542-0601

☆時間 6：00～7：00

東名浜松西ICより、約25分。
JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、渋川・奥山
行きにて約40分、「金指」下
車、徒歩15分。
東名浜松西ICより国道257号
経由で約25分。
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イベント名称

第15回
春野人めぐり

開

催 期 間

12月8日 ～ 12月9日

開催場所

春野町内
各所

住所

イベント内容

初冬の里山 冬じたく ぬくもり求めて 里山ゆるり旅
春野町には様々な特技をもった人たちが住んでいます。春
野の魅力に惹かれ移住してきた人も多く、それぞれ里山体
天竜区春野町 験をしています。春野の人とふれあい魅力を存分に体験くだ
さい。

問合せ先

アクセス方法

春野協働
センター

JR浜松駅より遠州鉄道に乗り
換え、終点「西鹿島駅」下車
後、遠鉄バス秋葉線にて約60
分「春野協働センター」下車。

053-983-0001 新東名浜松浜北ICより約40
分。

☆時間： 10：00～16：00

■花のウォーキング 12/8 12/22 10:00～12:00
12月8日

他

■塚本こなみの園芸教室 12/8 10：30～12：00
「フジの盆栽の育て方」
■フラワーイルミネーション2018
美しく輝く約100万球のイルミネーション！高さ8ｍのモミの木
のツリー、華やかなポインセチアのツリー、大温室の美しい
デコレーション、かわいい光の動物たちなどが夢いっぱいの
世界を演出します。噴水ショーもライトアップ！

はままつフラワーパーク

はままつ
西区舘山寺町 ☆時間 17:00～21:00
※期間中12/13までの月～木は20:00までの開園
フラワーパーク 195

12月のイベント
11月23日 ～ 2019年
1月6日
12/29～31
は除く

【イベント】

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。
東名浜松西ICより、県道65

053-487-0511 号・48号線を舘山寺温泉方面
へ約15分。

・ナイトコンサート12/1～24の土・日・祝
※時間 18：00～18：30/19：00～19：30
※会場 大温室クリスタルパレス
・サンタクロースがやってくる！12/22～12/25
※時間 18:00～20:00
※昼間からご来園中の方は、追加料金なく引き続き21時まで滞在
が可能です。
※夜間は部分開園です。正面ゲートよりご入園ください。
※入園料 大人500円（お買物券300円付）、中学生以下無料
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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

■ホッキョクグマ「バフィンとモモ」の日
☆日時 12/15（土） 10:00～
※場所 ホッキョクグマ舎前
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。

■どうぶつガイド（レッサーパンダ）
☆日時 12/16（日） 14：00～
※場所 レッサーパンダ舎前

浜松市動物園
12月のイベント

12月15日 他

浜松市動物園

西区舘山寺町
199

■カピバラのゆず湯
☆日時 12/22（土） 10:00～
※場所 カピバラ舎前

浜松市
動物園
053-487-1122

■クリスマスイベント
☆日時 12/22～12/24
※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。
※12/29～12/31は休園日

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。

■ナイトイチゴ狩り
☆時間
12月22日 ～ 12月24日

はままつフルーツパーク
時之栖

19：00～20：00

※定員 1日限定30名（お電話にて要予約）
※料金 大人(中学生以上) 2,500円、子供 (3歳以上）
1,800円、0歳〜3歳未満
無料
はままつ
北区都田町
フルーツパーク
4263-1
時之栖

■フルーツイルミネーション
☆点灯時間 17：00～21：00 （季節・天候により変動あり）

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

遠州鉄道「西鹿島」⇒天浜線
「フルーツパーク駅」下車、徒
歩8分
053-428-5211

(9:00～17:00）
■噴水ショー公演時間（6公演を予定）
17：30 18：00 18：30 19：00 19：30 20：15

2019年
11月10日 ～
1月14日

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗場より、「フルーツパー
ク」行き乗車、「フルーツパー
ク」バス停下車

新東名高速道路 浜松SAス
マートICからすぐ。(4km)

※入園料 大人700円 子供350円 未就学児 無料
※入園料＋噴水ショー セット
大人1,000円、小・中学生500円、未就学児無料

曹洞宗秋葉山
舘山寺火祭り

12月15日

舘山寺

一年間の無病息災を祈願した火祭りが舘山寺で行われま
す。護摩木を焚かれた上を渡る「火渡り」の儀式なども催さ
西区舘山寺町 れます。無病息災を祈願是非トライしてみてはいかがです
か？
2231
☆時間 19：30～ 火防大般若祈祷（本堂）予定
20：00～ 火防無病の火渡り・ご祈祷開始(境内）予定

舘山寺
053-487-0107

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場「舘山寺」行きバス
45分「舘山寺温泉」下車、徒
歩10分。
東名浜松西ICより車で約20分
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イベント名称

秋葉神社
秋葉の火まつり

開

催 期 間

開催場所

秋葉神社上社
12月15日 ～ 12月16日 及び
秋葉山秋葉寺

住所

イベント内容

問合せ先

アクセス方法

毎年15・16日両日、秋葉山にある秋葉神社において秋葉の
火まつりが行われます。この火祭は、秋葉山の本宮にのみ
伝えられる舞いでありまして、全国数千万人の人々の祈りを
込めた御祭りであります。一の神職が弓を左手に、鈴を右手
にとって、初めは静かに次第に激しく舞い出し舞い狂い、舞
い終わりますと中央に進み出て、5本の矢を東西南北の四方
に向け、最後に中央の天井に向けて次々に放ちます。この
遠州鉄道「新浜松駅」より、終
矢のあたり方によって、来る年の豊年吉凶を占うのであると
点「西鹿島」下車、秋葉バス
秋葉神社
いわれております。次に二の神職が左に劔、右に鈴をとっ
天竜区春野町
秋葉神社 に乗り換えにて、「秋葉神社」
て、地上の聖霊を宥め、悪魔を抑える舞いを舞い、一さし舞
領家841
053-985-0111 下車。
い終われば、左右に二振りの劔をとって、振りかざし振りか
新東名浜松浜北ICより約30
ざし、罪、穢れを切り祓う舞を舞います。最後に三の神職
秋葉寺
秋葉寺
分。
が、御本殿の奥深く奉安されております万年の御神燈から
天竜区春野町
053-985-0010
火を移した松明が、舞殿に移されますので、その松明を受け
領家848
上社へは期間限定にて「西鹿
とって、頭の上に足もとに、高く低く振りかざし振りかざし、境
島駅」より直行バスあり。
内の浄闇の中に人々の火難、水難、諸厄・諸病を祓いやる
祈りをこめて、あかあかと燃えさかる火の舞いを舞い、舞い
狂い舞いおさめ、火防の祭りが終わります。
12月15日 14：30～ 御阿礼祭(みあれいさい）
12月16日 13：30～ 例大祭
22：00～ 火まつり（防火祭）
火まつり大祈祷 両日終日

第23回
おや!なぜ?横丁
～科学フェス2018～

アクトシティ浜松

12月15日 ～ 12月16日 展示イベント

中区板屋町

日本を代表する企業や団体及び、中学・高校・大学による展
示ブースが30店以上。科学の横丁に迷い込んでみません
か？“見て”気になる、“聞いて”驚く、“さわって”感動す
る！！今年はフードスペースも登場！五感を刺激する２日
間になるはず！？

ホール

浜松科学館
JR浜松駅より徒歩8分。

053-454-0178
☆時間 10：00～16：00（最終受付15：30）
※入場無料 （一部のブースで参加費が必要）

第33回アース・エコ・フェア
浜松城公園
12月15日 ～ 12月16日
浜松城公園2018
中央芝生広場

中区元城町
100-2

家庭の不用品、出店者自身のアート・クラフト作品、物産な
どの展示と販売、実演、体験。動物愛護啓発活動なども行
います。
☆時間 10：00～15：30

地球文化
FORUM
090-92281823

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。
東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約
30分。
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イベント名称

浜松まつり会館
「風とあそぼう！」
家族で干支凧作り教室

開

催 期 間

開催場所

住所

イベント内容
浜松まつりに使用する材料を使って骨組み、絵付け、糸目
付と実際の凧作りが体験出来ます。来年の干支を絵柄にし
たオリジナル凧を作ってみませんか？凧作りの後に隣の芝
生広場にて凧揚げ体験も出来ます(凧揚げ体験は雨天中
止)。

12月16日

浜松まつり会館

南区中田島町
1313
☆時間 10:00～12:00

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。

053-441-6211
※参加費 凧1枚に付 800円
※入館希望者は別途入館料要
大人400円、中学生以下と70歳以上は無料
※定 員 先着20名 (電話にて要予約）

まちなか観望会

12月21日

遠鉄百貨店
新館北東角地
（歩道上）

浜松市中区
砂山町320-2

浜松市
天文台

中心市街地に望遠鏡を並べて観望します。

053-425-9158 分（一般有料駐車場を利用）

奥山半僧坊・方広寺の表参道を灯篭のやさしい灯りが照らします。

☆時間 18:00～

12月31日

大本山方広寺
奥山半僧坊

北区引佐町
奥山1577-1

※入山無料 （本堂拝観料 別途400円かかります。）
■除夜の鐘
一年無事に過ごせたことと、新たな1年に向けて発展と無事
を祈り、お一人1回撞いていただきます。※9:00～整理券配布
甘酒無料サービスも予定しています。（無くなり次第終了）
☆時間 23：45～

実相寺
除夜の鐘と初詣庭園
ライトアップ

12月31日

実相寺

北区引佐町
金指1371

みやまの鐘
プロジェクト
090-15679337

大本山
方広寺
半僧坊
総本殿

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5
分。
新東名浜松いなさICより約10
分。

053-543-0003

除夜の鐘撞き体験ができます。厄除開運の甘酒の進呈（無
くなり次第終了）、そして除夜の鐘に併せてライトアップを元
旦朝まで実施します。

実相寺
053-542-0601

☆時間 ライトアップ 23：00～5：00、除夜の鐘

浜松駅より徒歩5分
浜松ICより、浜松駅方面約20

☆時間 18：30～20：30

■和の灯り道

奥山方広寺

東名浜松ＩＣより約15分。

23：45～

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、渋川・奥山
行きにて約40分、「金指」下
車、徒歩15分。
東名浜松西ICより国道257号
経由で約25分。
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イベント名称

龍潭寺
除夜の鐘

開

12月31日

催 期 間

開催場所

龍潭寺

住所

北区引佐町
井伊谷1989

イベント内容

除夜の鐘撞き体験ができます。先着108組様に記念品を贈
呈します。甘酒のサービスも行います。（無くなり次第終了）
☆時間 23：45～

1年を二つに分け、半年間の穢れを祓い、半年の無病息災
をお祈りする神事です。茅の輪はありません。

井伊谷宮
年越大祓

12月31日

井伊谷宮

北区引佐町
井伊谷1991-1 ☆時間 15：00～

問合せ先

龍潭寺

曹洞宗秋葉山 舘山寺
除夜の鐘

12月31日

舘山寺

西区舘山寺町
2231
☆時間 23：00～

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、「神宮寺」下車、徒歩10
分。
新東名 浜松いなさICより南

053-542-0480 へ約10分。

東名 浜松西ICより北へ約30
分 または 三ケ日ICより東
へ20分。

井伊谷宮

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、「神宮寺」下車、徒歩10
分。
新東名 浜松いなさICより南

053-542-0355 へ約10分。

東名 浜松西ICより北へ約30
分 または 三ケ日ICより東
へ20分。

※絵馬資料館 大人200円

風光明媚な舘山寺で除夜の鐘を撞き、1年のお礼と新年の
お願いを！

アクセス方法

舘山寺
053-487-0107

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場「舘山寺」行きバス
45分「舘山寺温泉」下車、徒
歩10分。
東名浜松西ICより車で約20分

※先着108名

毎月第2日曜日に開催！

サザンクロス
ほしの市

12月9日

浜松サザンクロス
中区砂山町
商店街

☆時間 10：00～15：00 (開催時間は季節により変動あり）

浜松サザンクロ
JR浜松駅南口より徒歩約3
スほしのいち
分。
実行委員会

詳細は インターネットより検索ください。

アクト通り
「ふれあいデイ」

12月16日

アクト通り
中区中央
ロータリー南側

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。

JR浜松駅北口より徒歩8分。

アクト通り
利活用事業 JR浜松駅北口バスターミナル
実行委員会 10番乗り場より、75番76番の
バス「県総合庁舎」下車。

☆時間 9：00～12：00 (雨天中止）

053-457-2614

駐車場はありません。
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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

■キッズ・ダンス＆交通安全フェスティバルinソラモ
中区内の小学生50人が ヒップホップダンスのレッスンの成 浜松市役所
果を披露します
中区まちづくり
★同時開催 「交通安全フェスティバル」
推進課

12月2日

☆時間 11:30～15:00
ソラモ浜松市
中区砂山町
ギャラリーモール

ソラモ イベント

320-2

053-457-2779

■第46回ART MESSE HAMAMATSU 2018
（アート・メッセ浜松）
12月7日 ～ 12月9日

☆日時 12/7 11：00～17：00
12/8 10：00～17：00
12/9 10：00～16：00

12月4日 他
☆日時 12/4・6・12・14・20・21・26・28・29

12月13日

及 12月23日
び 12月27日

■旬の味・採れたてバザール
☆日時 12/13 12/23 12/27

※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。

ART MESSE
実行委員会
090-9228-1823

■マルシェ・ド・ソラモ 9:00～15:00
※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。

JR浜松駅北口より徒歩約3
分。

※当日、会場へご自由にお越しください。

10：00～15：00

浜松市観光インフォメーションセンター

「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会
090-5617-3518
地域農林水産
物をPRする会
090-1982-4756
2018年11月20日発行
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