〈 2019年3月 〉
イベント名称

開

催

期 間

開催場所

浜松市イベント情報
イベント内容

住所

問合せ先 アクセス方法

事前にご予約下さい。

【牡蠣小屋】
1月5日

～ 3月31日

海湖館

海湖館
牡蠣小屋

☆時間 (平日） 10:00～14:00
（土日祝）9：00～14：00

湖西市新居町
新居弁天
※料金 4個1,400円（税込）

※定休日 月曜日、休日が月曜日のときはその翌日
※但し、牡蠣がなくなり次第終了.
※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。
※予約・お問い合わせ時間 10：00～18：00

事前にご予約下さい。（当日の電話予約は不可)

【牡蠣小屋】

☆時間 （土日祝のみ） 10：00～14：00
1月12日 ～

3日3日

新居関所

新居関所
牡蠣小屋

湖西市新居町
※料金 4個1,400円（税込） （漁獲量により変動する場合がありま
新居
す）

土日祝の
み営業

かんざんじ温泉
大草山昇竜しだれ梅園

2月16日 ～ 3月中旬

※但し、牡蠣がなくなり次第終了。
※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。
※予約・お問い合わせ時間 10：00～17：00

佐藤農園

西区呉松町
2497

浜名湖の奥座敷、舘山寺温泉を望む大草山の中腹に昇
竜しだれ梅園が広がっています。当園はしだれ梅だけの
観光梅園です。樹の仕立ては、他に類を見ない昇竜仕立
て、当園のオリジナルです。4,000平方メートルの敷地に
樹高2～5mあまり、樹齢40年の巨木を園内に配置し多数
のしだれ梅が、所狭しと咲き競いでいます。
☆時間 9:00～17:00

海湖館
JR新居町駅より徒歩32分

090-81861217
東名浜松西ICより約35分
053-5946624

新居関所
(泉町発展
会）
ＪＲ新居町駅南口から西へ徒歩8
080-3075- 分
5970
新居町
観光協会
053-5940634

佐藤農園

東名浜松西ＩＣ・三ケ日ＩＣより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行き、「動
物園前」下車、徒歩約1.5km。

090-5108- 浜松西ICより車で約15分。（カー
3605
ナビ利用の方は、西区呉松1511
を目標にご来園下さい。)

※入園料 500円/最盛期700円（中学生以上）

奥山高原
昇竜しだれ梅まつり

2月23日 ～ 3月下旬

奥山高原

北区引佐町
奥山堂ノ上
1736-1

竜が雲をつかみ天に昇る姿に見立て仕立てられた独特な
樹形の「昇竜しだれ梅」が約80本。ほか樹齢15年ほどの
梅の木が約200本植えられており、その光景は国宝・尾形
光琳の「紅白梅図」を連想させます。
☆時間 9：00～16：00
※入園料 大人700円 子ども500円 犬300円

奥山高原
053-5430234

JR浜松駅北口バスターミナル15
番のりば奥山行き60分終点「奥
山」下車、徒歩約1時間30分。
東名浜松西ICより国道257号線
経由、約30分。
新東名いなさICより約15分。
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イベント名称

はまなすの花の人
鷹野つぎ展

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

はまなすの花の人鷹野つぎ展を開催します。
2月18日 ～ 6月16日

浜松文芸館

～愛と悲しみの文学をたどる～

井の国
おひなさま展

住所

2月16日 ～ 3月3日

初山宝林寺

中区早馬町
2-1

北区細江町
中川65-2

☆時間
9：00～17：00
※入場料 無料（クリエート浜松5階）

手芸愛好家による手作りのひな人形やつるしびなを飾り
ます。
☆時間 10:00～16:00

問合せ先 アクセス方法

浜松文芸館
053-4533933

JR浜松駅より徒歩10分。
遠州鉄道「遠州病院駅」東隣。

ＪＲ浜松北口駅バスターミナル15
初山宝林寺 番乗り場より奥山行き,「石岡」下
車徒歩10分。

053-5421473

東名浜松西ICより約30分。東名
浜松SAスマートICより約20分。
（要ETC）

■第4回所蔵品展：「秋野不矩 美の殿堂Ⅳ ～制作の現
場から-人々と神々の営み～」
秋野不矩の日本画作品（本画）とともに 制作の基礎と
なった素描・下図を幅広く紹介します。
1月19日 ～

3月3日
☆日時 1/19～3/3 9：30～17：00
※大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳以上、障
天竜区二俣町 がい者手帳所持者は無料
浜松市
秋野不矩美術館 二俣130

浜松市秋野不矩美術館

■第5回所蔵品展：「秋野不矩 美の殿堂Ⅴ ～制作の現
場から-世界の風景を訪ねて～」
3月5日

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。

☆日時 3/5～3/31 9：30～17：00
※期間中の休館日 3/11、3/18、3/25

～ 3月31日

※大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳以上、障
がい者手帳所持者は無料
■大城貞夫版画展＆浜松市美術館名品セレクション展
☆時間 9：30～17：00 （入館受付は16：30まで）
浜松市美術館

3月5日 ～

4月3日 浜松市美術館

中区松城町
100-1

・ギャラリートーク 3/17 14：00～(30分程度）
※入館料 大人300円、高校生150円、中学生以下、70歳
以上、障がい者手帳等所持者とその介護者1名は無料

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。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

住所

問合せ先 アクセス方法

■桜とチューリップの庭園 3月下旬～4月中旬
■甘酒無料接待
☆日時 2/10～3/10までの日曜日 10：30～（数量限定）
■体験！フラワー・ノルディックウォーク
☆日時 3/3 10:00～11:30
※参加費用 500円
ポールレンタル料含む/ポール持参の方は300円
※3月2日（土）までに電話でお申し込みください。

はままつフラワーパーク
3月のイベント

はままつ
西区舘山寺町
フラワーパーク 195

■花のウォーキング
☆日時 3/9, 3/23 10：00～12：00 (各先着30名）
■春の錦鯉品評大会

3/17 10：00～14：00

■大物盆栽展 3/21～2020/6/30

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。

西見寺

JR浜松駅北口バスターミナル5番
乗り場より「宇布見・山崎」行きバ
ス20分「西鴨江」または「西見寺
入り口」下車、徒歩10分～15分。

9：00～17：00

日本初！2016年「伊勢志摩サミット」にて飾られた2億円相当
の大盆栽をはじめ、樹齢150年余・樹高3～5ｍに仕立てた巨大
盆栽と庭石を 配置します。

■佐原園長のうんちく散歩 3/31 13:00～15:00
※入園料(3月）
大人600円～1,000円、小中学生300円～500円

■夜桜ライトアップ
☆時間 18：00～21：00 （入園は閉園30分前まで）
3月下旬 ～ 4月上旬
※18時以降入園料 大人600円、小・中学生300円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。

西見寺 初午大祭

3月2日

～ 3月3日

西見寺

厄除け乗馬祈願、厄除け祈願を行います。初午グッズや
西区西鴨江町 名物絵馬菓子の限定販売もあります。
3268
☆時間 10:00～16:00

053-4477000
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

住所

■太陽・昼間の星観望会 3/3
3月2日

他

浜松市天文台

南区福島町
242-1

問合せ先 アクセス方法
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。

14：00～16：00

■土曜星空観望会
☆日時 3/2 3/9 3/16 3/23 3/30 18：30～20：30
※3/23は 23時まで

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
天文台

浜松市天文台

3月17日

遠州灘海浜公園
南区江之島町 ■太陽・昼間の星 出張観望会
（石人の星公園）
1706
正面広場

☆時間 14：00～16：00

3月29日

遠鉄百貨店
新館前歩道

053-4259158

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
営海浜公園」下車、徒歩1分。
または中田島高丘線で「中田島
町」下車、徒歩5分。
東名浜松ICより南へ11km、約20
分。

■春休みまちなか観望会

浜松駅より徒歩5分

☆時間 18：30～20：30

浜松ICより、浜松駅方面約20分
（一般有料駐車場を利用）

■雛祭りの茶会

茶室 松韻亭

及
3月2日
3月30日
び

茶室 松韻亭

中区鹿谷町
11-4

☆日時 3/2 10:00～15:00
※流派： 表千家
※料金 一席800円 / 呈茶・茶席セット 1,000円
※定員 80人(先着順）
■お花見茶会

松韻亭
053-4734310

JR浜松駅北口バスターミナル1番
乗り場全線乗車可能、「鹿谷町」
で下車、徒歩8分。

☆日時 3/30 10:00～15:00
※流派： 方円流
※料金 一席800円 / 呈茶・茶席セット 1,000円
※定員 80人(先着順）

北区Deまつり

3月3日

はままつ
フルーツパーク
時之栖
（北区deまつり）

ステージイベント・物産展・フリーマーケットのほか、北区
の特産品を使った「おもてなし品」の配布や緊急車両の展
示等、様々なイベントが目白押しです。
北区都田町
4263-1

☆時間 9:30～15:30
※場所 西エリア園内道、野外ステージ
※当日は、来場無料です。

北区役所
区振興課
053-5267156

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
遠州鉄道「西鹿島」⇒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からすぐ。(4km)
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イベント名称

光月神社大祭

開

催

期 間

3月3日

開催場所

光月神社

イベント内容

住所

北区細江町
小野764

歯の神様として有名な光月神社で、歯ブラシを供養して丈
夫な歯になることを祈願する祭典が行われます。本殿の
隣には供養箱が置かれ、参拝者は古い歯ブラシを納めま
す。
☆時間 10：00～15：00

9月15日 ～

3月3日

問合せ先 アクセス方法
奥浜名湖
観光協会
053-5224720

JR浜松駅北口バスターミナル15
番乗り場より、気賀行き「気賀四
つ角」下車、徒歩10分。
浜松いなさICより、約15分。

■小展示「道具たちの100年」
■特別展
「浜松の染色の型紙-機械染色の型紙を中心として-」
☆時間 9：00～17：00

1月29日 ～

3月3日

・ギャラリートーク 3/2 14：00～ (30分程度）
※一般500円・高校生200円・中学生以下無料、70歳以上の方と
各種障がい者手帳をお持ちの方と介添えの方1名まで半額
※協力：静岡文化芸術大学､静岡文化芸術大学文化･芸術研究ｾﾝﾀｰ

3月9日

■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（※内容によって前後します。）

3月12日 ～ 3月31日

■小展示《干支展》 亥-猪口（ちょこ）っとイノシシ-

浜松市博物館

浜松市博物館
3月21日 ～ 3月31日

中区蜆塚
4-22-1

■春休み体験館

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。

浜松市
博物館

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。

053-4562208

■蜆塚公園 桜まつり
館内では春色まが玉作りなど体験コーナーもあります。
3月23日

3月24日
及
3月30日
び
3月31日

☆時間 9:30～15:30
※体験内容によって費用がかかります。
※観覧料（大人300円/高校生150円、小・中学生・70歳以
上・障害者手帳を持ちの方無料）の他に、体験内容によっ
て別途費用がかかります。
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イベント名称

開

催

期 間

イベント内容

住所

開催場所

3,000円で(前売り2,500円）「ほろ酔い祭り」参加店舗の中
から3店舗でお食事が出来ます。

第18回浜松バル
「ほろ酔い祭り」

3月5日

～ 3月7日

肴町公会堂
および
肴町商店街

中区
肴町

※当日券販売及び前売券引き換え場所
①肴町公会堂 ②Anyエニィ ③第一通り駅前
※前売り券･WEB販売期間 2/4～3/4
※前売り券･WEB前売り券共 2,500円（当日券3,000円）

第19回
浜松がんこ祭

龍潭寺
春の特別展示
「井伊家展」

3月9日

～ 3月10日

3月10日 ～ 6月30日

ソラモ浜松市
ギャラリーモール 中区
他

龍潭寺

北区引佐町
井伊谷1989

東日本大震災復興支援

3・11復光キャンドルナイト

3月10日 ～ 3月17日

3月11日

天竜相津
花桃の里

アクト通り

天竜区大川
31-10

中区板屋町

浜松バル
実行委員会
浜松まちなか
JR浜松駅北口より徒歩10分。
マネジメント
株式会社
053-459-4320

全国から集まった出演チーム、6000人120チーム（予定）
浜松がんこ
が、浜松市中心部に設けられた様々な会場で、“がんこ”
祭実行委員
な踊りを披露します。飲食ブースの出店、フォトコンテスト
会事務局
など、多くの皆さんに楽しんでいただけるイベントが盛りだ
JR浜松駅北口より徒歩約3分。
くさんです。
ＨＰよりお問
い合わせくだ
☆時間 9日 10:00～19:00（予定)
さい。
10日 10:00～20:30(予定)
期間中、龍潭寺庭園のサツキが見頃を迎えるほか、境内
の様々な花が咲き誇ります。また、井伊家ゆかりのものな
どが展示されます。
☆時間 9：00～16：30
※拝観料 大人500円 子ども200円

期間中、500円以上お買い上げの方に 花桃の枝一枝プ
レゼントいたします。(本数限定）

花桃まつり

問合せ先 アクセス方法

龍潭寺
053-5420480

☆時間 9:00～17:00

道の駅
天竜相津
花桃の里

※3月10日（日）、17日（日）はイベント開催（10：30～15：00）
※期間中は定休日（火）も休まず営業いたします。

053-9232339

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。

「西鹿島」駅より遠鉄バス水窪行
きで20分「相津」下車後、徒歩す
ぐ。
新東名 浜松浜北ICより、国道
152号線を北上、船明ダムを過ぎ
て二つ目のトンネルを抜けたらす
ぐ。

JR浜松駅北口より徒歩10分～15
東日本大震災の風化を防ごうと本学の学生が中心とな
り、県西部大学の学生の協力も得て、3月11日（土曜日） 3.11はままつ 分。
に「3.11 復光キャンドルナイト」を行います。今年のテーマ
東北復光
JR浜松駅北口バスターミナル10
は「継」（つぐ）〜伝えていこう 未来のために〜
プロジェクト

14：46 黙祷 / 18：00 点灯式 / 21：00 点灯終了
※3/11当日のボランティア募集中（2/28〆切）

3.11fcn2019@g
mail.com

番乗り場より、75番76番のバス
「県総合庁舎」下車。

東名浜松ICより約30分、市営駐
車場のご利用が便利です。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

住所

問合せ先 アクセス方法

■3月16日 ハマイチ
レースではありません。ゆっくり走るサイクリングです。
レギュラーコース（約83㎞）・・・高校生以上
ファミリーコース （約39㎞）・・・小学生以上
※参加費

浜名湖
サイクル・ツーリング2019

3月16日 ～ 3月17日

浜名湖
ガーデンパーク

西区村櫛町
5475-1

中学生以上7,000円 / 小学生4,000円

浜名湖サイク JR浜松駅北口バスターミナル1番
■3月17日 ガイドライド 及び 自転車「大試乗会」
ルツーリング 乗り場より、「舘山寺温泉・村櫛」
少人数制で ガイド付きツアーの魅力あふれる4コース！ 運営事務局 行きにて、「ガーデンパーク」下
車。(約60分)

※39㎞～83㎞ （コースにより異なる）
※5,000円～6,000円（コースにより異なる）
※定員 各コース10名～15名
※要申込（2/20にて受付終了）
インターネット「JTBスポーツステーション」よりお申込み
ください。 https://jtbsports.jp

053-4580011

東名浜松西ICより、約25分。

両日※雨天実施(荒天中止）
■おまつりグッズを作ってみよう！！
☆日時 3/16 10：00～12：00
※参加費 700円（親子1組の入館料含む）、小学生以下
は保護者同伴
※持物 裁縫セット、手ぬぐい
■親子でこどもちょうちんを作ってみよう！！
使用済みのペットボトルや牛乳パック、セロテープ等を利
用し、子供が持って楽しめる安全な提灯を作る体験です。
材料は全て会館で用意します。
浜松まつり会館

3月16日 他

浜松まつり会館

南区中田島町 ☆日時 3/30 1部 10：00～11：00
1313
2部 11：30～12：30
※参加費 700円（材料費・講師料・親子1組の入館料含
む）、小学生以下は保護者同伴
※定員 先着順10組（1部 2部 各5組）
※受付 3/15～3/25 電話でまつり会館まで

JR浜松駅北口バスターミナル6番
浜松
まつり会館 乗り場より、「中田島砂丘」行きに

053-4416211

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。

■第3日曜日は「凧揚げの日」
☆日時 3/17 9：00～15：00
※小学生以下ミニ凧無料プレゼント、中学生以上が凧購
入希望の場合は300円にて販売。
※高校生以上は別途400円の入館料が必要。
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イベント名称

第48回
浜北植木まつり

開

催

期 間

3月16日 ～ 3月18日

開催場所

JAとぴあ
浜松浜北
営農緑花木
センター

イベント内容

住所

浜北区新原
6677

JAとぴあ
浜松浜北
植木園芸と関係資材の展示及び即売会。裃行列、餅投
営農緑花木 遠州鉄道「小林駅」下車、徒歩20
げ、苗木無料配布などを行います！浜北の特産である植
分
センター
木園芸を広く一般に紹介宣伝します。
☆時間：9：00～17：00
■どうぶつガイド 「ニホンザル」
☆日時 17日（日） 14：45～
※場所 サル山

浜松市動物園
3月のイベント

3月17日 他

浜松市動物園

問合せ先 アクセス方法

西区舘山寺町 ■写真コンクール入賞者作品展 開催中
199
☆時間 9：00～16：00
※動物愛護教育センター2F（動物園内）

053-5878728

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

※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。

クリエート浜松
宮沢賢治・童話の世界

3月21日

クリエート浜松

中区早馬町
2-1

劇｢やまなし｣、賢治トーク「ププリの森の物語」、朗読｢祭
の晩｣｢雨ニモマケズ｣や、歌と演奏「月夜のでんしんばし
ら」など、こどもから大人まで楽しんでいただける内容で
す。

新東名浜松浜北ICより約10分。

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。

浜松ものが JR浜松駅北口より徒歩10分。
たり文化の
会(村上) または遠州鉄道「遠州病院駅」下
車すぐ。

☆時間 14：00～15：30 （入場無料）

053-4854563

※会場 ふれあい広場

浜名湖花フェスタ2019
日本の春は浜名湖から

はままつ
フラワーパーク

3月21日 ～ 6月30日
浜名湖
ガーデンパーク

フラワーパーク：
浜名湖周辺の花の名所や、観光施設が一体となって、地
ＪR浜松駅北口バスターミナル1
域の花と緑、浜名湖の旬の食材が楽しめる「浜名湖花
番乗り場より、「舘山寺温泉」行き
フェスタ2019」を開催します。花の名所を持つ観光施設が
にて約40分、「フラワーパーク」下
参加し、春から初夏にかけ、ウメ、サクラ、チューリップ、フ
車すぐ。
ジ、アジサイなどが相次いで見ごろを迎える「花のリレー」 浜名湖花フェ 東名浜松西ICより、県道65号・48
西区舘山寺町 で 花いっぱいの華やかな風景めぐりができるイベントで
スタ2018 号線を舘山寺温泉方面へ約15
195
す。
実行委員会 分。

西区村櫛町
5475-1

☆開園時間 9：00～17：00
※入園料（はままつフラワーパーク）
大人(高校生以上）800円～1,000円、小・中学生400円～500円
※夜間開園日の営業時間 8：30～21：00
〃
18時以降の入園料 大人600円 小中学生300円

053-4870152

ガーデンパーク：
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・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。
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イベント名称

浜松城公園さくらまつり

開

催

期 間

3月21日 ～ 4月7日

開催場所

浜松城公園

イベント内容

住所

中区元城町
100-2

問合せ先 アクセス方法

浜松城公園は、浜松随一の桜の名所として、毎年多くの
花見客でにぎわいます。天守閣を彩る満開の桜は、野面
JR浜松駅北口バスターミナル13
積みの石垣と城の黒板壁とのコントラストが美しく、見ご
番乗り場全線乗車可能、「浜松城
たえ十分です。さくらまつり期間中は、約550個のボンボリ
遠鉄アシスト 公園入口」下車、徒歩2分。また
が点灯し、夜桜見物も楽しめます。
☆ボンボリ点灯時間 18:00頃～21：00
☆浜松城開館時間 8:30～16:30

053-4501516

※花の状況により日にちが前後する場合があります。

はままつフルーツパーク
アーモンドフェスタ

3月23日 ～ 3月24日

はままつ
フルーツパーク
時之栖

北区都田町
4263-1

アーモンドの花は、桜に似た、とてもきれいなピンク色で、
桜より早くお花見が楽しめます。はままつフルーツパーク
時之栖では、国内最大規模の約400本が見ごろを迎え、
あたり一面が桃色に染まります。
☆時間 9：00～18：00
※場所 東エリア

第四回浜松注染・遠州木綿

いとへんのまち

3月23日 ～ 3月24日

Any-エニィ

中区千歳町
91-1

全国から選抜された高等学校吹奏学部が参加し、演奏を
競い合います。
アクトシティ浜松
大ホール

中区板屋町

053-4285211
(9:00～
17:00）

東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約30
分。

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
遠州鉄道「西鹿島」⇒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からすぐ。(4km)

楽しもう！浜松浴衣遠州のきもの
かつて「糸へん」と呼ばれ、浜松の発展を牽引してきた繊
維産業。「糸へんの街」浜松で今でも地元に息づく職人技 itohen.no.m
と新しい染め織りものに、みんなでわくわくしませんか？ achi@gmail. JR浜松駅より徒歩3分。
☆時間 23日 10:00～18:00
24日 10:00～17:00

第3１回 全日本高等学校
3月24日
選抜吹奏楽大会

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

は、1番乗り場全線乗車可能、
「市役所南」下車、徒歩5分。

☆時間 10:00～19:40 (開場9：15）
※入場料 2,800円（全席自由）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※プロムナードコンサート（3/23）
ＪＲ浜松駅北口広場キタラ 入場無料 雨天中止

com

公益財団法
人浜松市文
化振興財団

JR浜松駅より徒歩7分。

053-4511151
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

住所

コース概要：黒門前→奥山花街道→奥山高原（約4㎞）

第35回
3月30日
奥山花街道さくらウォーク

奥山公園

北区引佐町
奥山1577-1

☆集合受付 9：00～9：20 方広寺黒門前
※予約不要・参加費無料
※持ち物 昼食、飲み物、必要に応じて雨具等（少雨決行）

秋葉ダム湖畔に約1千本の桜並木が10㎞にわたって続き
ます。

秋葉ダム
さくらまつり

3月下旬 ～ 4月上旬

秋葉ダム周辺

・ライトアップ
18：00～21：00
天竜区龍山町
・特産物の販売
大嶺
・秋葉ダムさくらマラソン 3月31日 10：00スタート
※ライトアップ及び特産品販売の期間は、桜の開花状況
により変更になることがあります。

実相寺庭園
みやまつつじ開花

3月下旬 ～ 4月上旬

実相寺

北区引佐町
金指1371

春霞の三岳連山を借景に実相寺庭園が春一番の装いを
演出します。またこの頃、庭園背後の木蓮の大木が満開
時期を迎えます。
☆時間 9：00～16：00
※料金 無料

第36回
アース・エコ・フェア
浜松城公園2019
（浜松城公園さくらまつり）

3月30日 ～

4月1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。
☆時間 10：00～16：00 （雨天中止）
■同時開催 浜松城公園さくらまつり

問合せ先 アクセス方法
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」下車後、徒歩約5分。

053-5224720

新東名浜松いなさICより約10分。

天竜区
観光協会
龍山支部

JR浜松駅から遠州鉄道に乗り換
え、西鹿島駅下車(32分)。遠鉄
「水窪」行きのバス約15分、「西
川」下車、徒歩10分。

053-9680360

新東名 浜松浜北ICより、国道
152号線を北上(約35分）

実相寺

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。

053-5420601

東名浜松西ICより国道257号経
由で約25分。

JR浜松駅北口バスターミナル13
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。また
浜松
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。
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イベント名称

開

催

期 間

開催場所

イベント内容

住所

■マルシェ・ド・ソラモ 9:00～15:00
3月2日 他
☆日時 3/2 3/7 3/15 3/21 3/29 3/30
ソラモ イベント
■旬の味・採れたてバザール
及
3月14日
び

※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。

3月28日 ソラモ浜松市
ギャラリーモール

中区砂山町
320-2

☆日時 3/14

3/28

10：00～15：00

問合せ先 アクセス方法
「マルシェ・
ド・ソラモ」
出品者の会
090-56173518
地域農林水産
物をPRする会
090-1982JR浜松駅北口より徒歩約3分。
4756

■第72回浜松アートフェスティバル2019
クラフト作家、アーティスト、伝統工芸士が出展します。
3月22日 ～ 3月25日

☆時間 10：00～17：00
（3/22 11：00～ / 3/25 16：00迄）

VENT
VISION
090-92281823

☆時間 10：00～15：00

サザンクロス
ほしの市

3月10日

浜松サザンクロス 中区砂山町
商店街（ほしの市） 砂山銀座商店街

※屋根のある商店街が会場のため雨天でも開催可能。
※公共交通機関でのご来場をオススメしています。
詳細は
・instagram @southern.cross_hoshinoichi
・facebook 浜松サザンクロス

アクト通り
「ふれあいデイ」

3月17日

アクト通り
中区中央
ロータリー南側

浜松
サザンクロス
ＪＲ浜松駅南口より徒歩３分
ほしの市
実行委員会

アクト通り JR浜松駅北口より徒歩8分。
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
利活用事業
のにぎわい創出を目的に、「アクト通りふれあいデイ」を開
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
催しています。
☆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

「県総合庁舎」下車。
駐車場がありません。
2019年2月20日発行
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