2015年 浜松市 4月イベント情報
イベント名称

はままつフルーツパーク
いちご狩り

開催期間 住所：浜松市

12月1日～
平成27年
5月末

浜松市博物館
2月20日～
家康公四百年祭
5月6日
「立体しかみ像」完成披露

プラネタリウム
オリジナル番組
「あこがれの南十字」

3月1日～
5月3日

北区都田町
4263-1

イベント内容
フルーツパークでイチゴ狩り。
通常の量り売り収穫体験とは異なり、30分食べ放題となります。
料金は時期により異なります。

はままつフルーツ
パーク
※料金 大人1500円～1000円、子ども1200円～800円 （入園料別）

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

家康公が生涯、戒めのために座右から離さなかったといわれる「しかみ
像」。等身大で装束など細部にわたって立体復元します。
☆時間 9：00～17：00
※観覧料 大人300円、高校生150円、小・中学生無料

問合せ先
名称

アクセス方法

はままつ
フルーツ
パーク
時之栖

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗り場より、都田経由フ
ルーツパーク行きにて「フラ
053-428ワーパーク」下車。
5211
新東名浜松SAより8分。
（スマートICから東エリアバス
専用入口まで300m）

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
053-456- 行きにて、「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

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
0178
ん。

日本からはなかなか見ることができない星座のひとつ、みなみじゅうじ
座。いったいどんな星座なのでしょう?
南半球で見られる星たちを紹介します。
☆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チケットを販売）

問合せ☎

1

イベント名称

浜名湖花フェスタ2015

浜松市博物館
テーマ展
「日清・日露戦争」

開催期間 住所：浜松市

3月1日～
6月15日

3月10日～
5月10日

浜松市博物館
3月10日～
豊橋自然史博物館共催 5月10日
干支展「アンモーンの石」

浜名湖周辺

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

イベント内容

問合せ先
名称

問合せ☎

浜名湖周辺の花の名所や観光施設が一体となって、地域の花と緑、浜
名湖の旬の食材が楽しめる「浜名湖花フェスタ2015」を開催します。花
の名所を持つ観光施設など40か所が参加し、春から初夏にかけ107日
にわたる期間中に、ウメ、サクラ、チューリップ、フジ、アジサイなどが相
次いで見ごろを迎える「花のリレー」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す。
【花のリレー】
フルーツアーモンド（3月下旬～4月上旬）
はままつフルーツパークときのすみか
桜（3月下旬～4月中旬）
はままつフラワーパーク、細江町(姫様道中と桜堤)奥山公園
桜・花桃・山桜（3月～4月）：奥山高原(花見山)
トキワマンサク（4月上旬～4月中旬）：湖西市
満天星(ドウダンツツジ・4月)：龍潭寺、長楽寺
藤(4月下旬～5月上旬)：はままつフラワーパーク
源平しだれ桃（4月上旬～4月中旬）：カナメ神宮
バラ(5月中旬～5月下旬)：浜名湖ガーデンパーク
渋川つつじ（5月下旬）：引佐町渋川
あじさい（6月）：はままつフラワーパーク、伊平、奥山高原
花しょうぶ（6月上旬～6月中旬）：はままつフラワーパーク
ささゆり(6月)：奥山高原

浜名湖
花フェスタ
2015
実行委員会

053-487- 各会場へお問い合わせ下さ
0152
い。

2014年は日清戦争・日露戦争の開戦からそれぞれ120年目、110年目の
節目の年です。本展示では、日本が軍事国家として突き進み始める足
掛かりとなった、日清・日露戦争関係の資料を紹介します。
☆時間 9：00～17：00
※観覧料 大人300円、高校生150円、小・中学生無料

平成27年度の干支の羊にちなんだ化石や郷土玩具などを集めて紹介し
ます。
☆時間 9：00～17：00
※観覧料 大人300円、高校生150円、小・中学生無料

アクセス方法

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
053-456- 行きにて、「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
053-456- 行きにて、「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。

2

イベント名称

新緑花祭り 「井伊家展
／龍潭寺花の写真展」

開催期間 住所：浜松市

3月10日～
6月30日

北区引佐町
井伊谷1989
龍潭寺

浜松科学館
「静岡県の化石展」

3月14日～
4月2日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

イベント内容

問合せ先
名称

龍潭寺

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩約7
053-454- 分。
0178
※自家用車の駐車場はありま
せん。

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」行きバス乗車、「博物館」
053-456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。

浜松城

JR浜松駅北口バスターミナル
053-453- 1番乗り場全線乗車可能、「市
3872
役所南」で下車。
または、徒歩15分～20分。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場奥山行60分、終点
053-522下車、徒歩5分。
4720
新東名浜松いなさICより、県道
68号経由にて約10分。

☆時間 9:00～16:30（17:00閉門）
※拝観料 大人400円/小・中学生150円

静岡県が所有する化石標本の中から、県内で発見された、30万～1億
年前の生物の化石を紹介します。

昔の遊びを体験してみよう。けん玉やこま、野球盤やサッカーゲーム等
の昔懐かしいおもちゃが沢山用意してあります。お子さんやお孫さんと
一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか？

浜松市博物館
春休みむかし体験館

3月21日～
4月6日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

☆時間 9:00～16:30
※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。

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場、奥山行き45分、
「神宮寺」下車、徒歩10分。
053-542東名浜松西ICより国道257号
0480
線を北へ約30分。
新東名浜松いなさICより約10
分。

国指定名勝龍潭寺庭園をはじめ、境内の花々が咲き誇ります。
また特別展示「井伊家展」も併せて開催します。

☆時間 9:30～16:30
※会場 浜松科学館1階講座室
※観覧無料、当日直接会場へお越しください。
※共催：NPO法人静岡県自然史博物館ネットワーク

問合せ☎

※申込不要。直接会場へお越しください。

浜松城公園さくらまつり

いなささくらまつり

3月2１日～
4月5日

3月21日～
4月11日

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、見ごたえ十分です。さくらまつり期間中は、約700
中区元城町100-2
個のボンボリが点灯し、夜桜見物も楽しめます。
浜松城公園

北区引佐町奥山
奥山公園

☆時間 ボンボリは17：30頃～21：00まで
☆浜松城開館時間 8:30～19:30（期間中のみ）
※花の状況により日にちが前後する場合があります。ご確認ください。

有数の桜の名所である奥山公園ではソメイヨシノ約100本が咲き誇りま
す。その期間中奥山桜まつりが開催されます。
3月29日には抹茶サービスやステージイベントが開催されます。

3

イベント名称

開催期間 住所：浜松市

イベント内容

問合せ先
名称

問合せ☎

アクセス方法

地域の花と緑、浜名湖の旬の食材が楽しめる「浜名湖花フェスタ2015」
の主会場となるはままつフラワーパークは、新しい遊具を導入して「こど
も広場」をリニューアルしました。また、世界一美しい「桜とチューリップ
の庭園」や、塚本こなみ理事長が自信をもって演出する「フジ」など、週
末を中心に子どもからお年寄りまで楽しんでいただけるイベントを開催し
ます。
☆時間 平日8：00～17：00、土日祝日8：00～18：00
※夜間開園開催日は8：00～21：00
※入園料 大人（高校生以上）800～1,000円、小・中学生400～500円
※入園料は、花の咲き具合などにより変動します。
西区舘山寺町195

浜名湖花フェスタ2015
in フワラーパーク

佐鳴湖公園さくら開花

3月21日～
6月15日

3月下旬～
4月上旬

はままつ
フラワーパーク

西区大平台1-1
佐鳴湖公園

【主要イベント】
★世界一美しい「桜とチューリップの庭園」
※期間 3月下旬～4月中旬
1,500本の桜と60万球のチューリップの競演は圧巻。夜空に浮かぶ夜桜
ライトアップも人気です。
★スマイルガーデン～吉谷桂子花の世界～
※期間 4月上旬～
150mの英国風ダブルボーダーガーデンは、日本を代表するガーデンデ
ザイナー吉谷桂子がデザインを手がけます。「訪れる人を笑顔にしたい」
との想いを込められた癒しのガーデンです。
★150mの藤棚と庭木仕立ての藤
※期間 4月下旬～5月上旬
日本発女性樹木医塚本こなみが最も愛するフジを演出。80mにわたるノ
ダナガフジ、70mのシロフジの藤棚をはじめ珍しい庭木仕立てのフジな
ど、表情豊かなフジの花が訪れる人を魅了します。

佐鳴湖公園は市街地に隣接する水と緑に恵まれた風光明媚な公園で
す。佐鳴湖は静岡県第2位の面積を誇り、湖畔に咲き乱れるさくらは見
事です。また、バードウォッチングも楽しめる野鳥の宝庫でもあります。
ご家族ご友人とお花見を楽しみませんか？

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
053-487きにて「フラワーパーク」下車。
0511
東名浜松西ICより舘山寺温泉
方面へ約15分。

浜松市
公園管理課

JR浜松駅北口バスターミナル
1番・2番乗り場から「パークタ
ウン入口」下車、又は5番乗り
053-473場より「志都呂宇布見線」で
1829
「入野東」下車。
東名浜松西ICより、車で南へ
約7km。

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、
053-542徒歩15分。
0601
東名浜松西ICより国道257号
経由で約25分。新東名浜松い
なさICより車で15分。

※入園無料

実相寺庭園
みやまつつじ開花

3月下旬～
4月上旬

北区引佐町金指
1371
実相寺

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
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イベント名称

はままつフラワーパーク
桜とチューリップの庭園

奥山高原桜まつり

開催期間 住所：浜松市

3月下旬～
4月中旬

3月下旬～
4月中旬

色とりどり60万球のチューリップと、ソメイヨシノ・しだれ桜・八重桜など
1,300本の桜が描く美しい花風景が必見です。自然の池・水流・樹木と一
西区舘山寺町195
体となった世界一美しい「桜とチューリップの庭園」をお楽しみ下さい。
はままつ
フラワーパーク

北区引佐町
奥山堂の上
1736-1
奥山高原

はままつフラワーパーク
夜桜ライトアップ

浜松文芸館
特別収蔵展
浜松の俳人たち

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 〜」

3月27日～
4月19日

4月1日～
7月19日

☆時間 8：00～17：00
※入園料 大人（高校生以上）800～1,000円、小・中学生400～500円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。

はままつ
フラワーパーク

問合せ先
名称

☆時間 10:00～17:00
※料金 大人500円、小人（小・中学生）300円 (4月1日～
大人700円、小人（小・中学生）500円(3月31日まで)

☆時間 18：00～21：00
※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。

奥山高原

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
053-543- 約60分、終点下車、徒歩30
0234
分。
新東名浜松いなさICより車で
10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
053-487きにて「フラワーパーク」下車。
0511
東名浜松西ICより舘山寺温泉
方面へ約15分。

☆時間 9:00～17:00（最終日は15時まで）
※入場無料
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、癒しのナレーションで空の物語へ
と誘います。巡る季節の星空を壮大で心地よい音楽とともにお楽しみく
浜松科学館
ださい。

浜松科学館

アクセス方法

はままつ
フラワー
パーク

今も息づく先駆者たちの思い。物心一如の浜松の至宝/原田濱人
浜松歌壇俳壇の指導者/加藤雪膓 ・ 偉大なる土の俳人松島十湖
中区早馬町2-1
詩情豊かな蛇笏賞俳人/百合山羽公 ・ 仙境溢れる蛇笏賞俳人/相生垣
瓜人
浜松文芸館
浜松文芸館展示室

中区北寺島町
256-3

問合せ☎

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
053-487- きにて、「フラワーパーク」下
0511
車。
東名浜松西ICより舘山寺方面
へ約15分。

奥山高原の園内外に約300本のソメイヨシノ、八重桜が咲きます。また、
期間中後半には、園外に八重桜のトンネルができます。

総長1,600メートルの桜並木を幻想的にライトアップ。花の見頃に合わせ
て桜並木をライトアップ。ソメイヨシノと八重桜が、春の夜を艶やかに彩り
西区舘山寺町195
ます。幻想的な夜桜並木の通り抜けをお楽しみ下さい。

（クリエート浜松5階）

4月1日～
2016年
3月31日

イベント内容

JR浜松駅より徒歩10分。
または遠州鉄道「遠州病院駅」
053-453- 下車すぐ。
3933
東名浜松西ICより小豆餅二丁
目右折、中沢町右折、市役所
前左折、約25分。

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

☆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）

5

イベント名称

開催期間 住所：浜松市

イベント内容

問合せ先
名称

皆既月食の始まりから終わりまでの観望会です。赤銅色の月をながめ
てみませんか。月食のしくみや月についてスタッフが御説明いたします。
望遠鏡で月や見ごろの天体も御案内します。

浜松市天文台
皆既月食観望会

4月4日

南区福島町242-1
浜松市天文台

食の始まり19:16、皆既の始まり20:54、皆既の終わり21:06、食の終わり
22:44

浜松市天文台
太陽・昼間の星観望会

4月4日

浜松市
天文台

浜松市
天文台

JR浜松駅北口バスターミナル
6番乗り場より三島江之島線に
て、「県立海浜公園」下車。
053-425東名浜松ICより、国道一号線
9158
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。

遠州灘海浜公園
(中田島北地区)
正面広場

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
053-456- 行きにて、「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。

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。昼間に見える天体もご案内します。
☆時間 13:00～15:00
※申込不要、そして無料です。どなたでもご参加いただけます。
（中学生以下保護者同伴）
※直接会場へお越しください。天候不順の場合は、中止します。

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
053-425- き、「福島」下車にて、徒歩2
9158
分。
東名浜松ICより国道1号線を
南へ、福塚交差点を左折。

☆時間 19:00～23:00
※申込が必要：3月20日（金）14：00からお電話か直接天文台までお申
込みください。（中学生以下保護者同伴） 先着200名

南区江ノ島町
1706

問合せ☎

★遠州灘海浜公園(中田島北地区)正面広場にて開催します。
おなじみ花見団子を七輪で焼く体験をはじめ、まが玉作りやスタンプラ
リーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。蜆塚遺跡のきれいな桜を眺
めながら、自分で焼いた花見団子を食べるもよし。スタンプラリーで、
色々な昔体験を楽しむもよし。まが玉を作って、好きな色に染めるもよ
し。大人から子供まで家族みんなで桜まつりを満喫しましょう。

蜆塚公園 桜まつり

4月4日～
4月5日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

◆花見だんごを焼いてみよう（費用50円/1本）
時間 ①10:00～11:30 ②13：00～15：00
会場 蜆塚公園内旧高山家住宅
◆春色まが玉づくり（費用200円）
時間 ①9:30～11:00 ②13:00～15:00
会場 体験学習室
◆ クイズラリーと昔体験 （参加費：無料） 1人1日1回
クイズラリーで正解すると記念品
時間 ①9:30～11:30 ②13:00～15:00
会場 蜆塚公園及び博物館
内容 銅鐸を鳴らす、火打石で火花をだす,
竹馬，缶ぽっくり・・・雨天中止
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イベント名称

第25回 春野すみれ展

開催期間 住所：浜松市

4月4日～
4月5日

天竜区春野町
宮川1768

イベント内容

旧春野町の花であるスミレ。“すみれの里づくり”事業として始められた
「すみれ草花愛好会」によるおまつりです。
会場では、スミレの展示、販売などが行われます。また物産展や、ストー
ンペインティング、春野高校吹奏楽部の演奏などもあります。

問合せ先
名称

問合せ☎

春野協働
センター

遠鉄鉄道「西鹿島」駅より遠鉄
バス秋葉線春野車庫・春野協
働センター行き「春野協働セン
ター」下車、秋葉バス秋葉線気
多行きで「松草」下車、徒歩約
053-9832分。またはJR袋井駅より秋葉
0001
バス秋葉線気多行きで「松草」
下車、徒歩約2分。
東名浜松ICより約50分。また
は東名浜松いなさICより車で
約30分。

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩約7
053-454- 分。
0178
※自家用車の駐車場はありま
せん。

春野文化センター
☆時間 9：00～15：00

浜松科学館
サイエンスショー
「わ！空気砲でぽん☆」

第63回 姫様道中

4月4日
4月5日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

4月4日～
4月5日

北区細江町気賀
4577
気賀関所

科学を身近に感じてもらうショーです。空気砲を使っていろいろな実験を
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。

江戸時代に公家や大名の姫様が好んで通った東海道の裏街道は、通
称「姫街道」と呼ばれました。姫様道中は、当時の絢爛豪華な姫様の行
列を再現した伝統行事で、昭和27年の初開催以来今年で第63回目を迎
えます。歴史に基づき再現された「奴（やっこ）」にかつがれた籠に乗った
お姫様、それに続く腰元達等約100名余りの行列が、桜吹雪の都田川
堤、気賀市街を歩き、時代絵巻を繰り広げます。また、姫様・腰元らによ
る艶やかな手踊りや気賀関所の一般公開などもお楽しみ頂けます。ま
た、ステージイベントや地元物産展も行われます。雨天時は、屋内用の
プログラムに変更となります。詳しくはお問い合わせください。
【スケジュール】
4日（土）
11:00～11:45 浜松市消防音楽隊
12:00～12:45 参加型イベント
13:00～13:45 細江中学校吹奏楽部
14:00～15:00 道中行列披露
5日（日）
11:00～11:45 七区子供太鼓（細江）、猪鼻太鼓（三ヶ日）
12:00～12:45 参加型イベント
13:00～13:45 みをつくしキッズダンス
14:00～15:00 道中行列披露

浜松市
姫様道中
実行委員会

アクセス方法

浜松駅北口バスターミナル15
番のりば気賀・三ヶ日行50分、
「気賀駅前」下車、すぐ。
天竜浜名湖鉄道気賀駅下車、
すぐ。
053-523東名浜松西IC、東名三ヶ日IC
1114
より、国道362号線、車で約20
分。
※駐車場：レインボー浜名湖
（細江町気賀5200-5）
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イベント名称

開催期間 住所：浜松市

浜松科学館
試してみよう！
4月5日
「ごしごし、きゅっきゅっ！
まさつだよ」

浜松市天文台
太陽・昼間の星観望会

子ども花まつり

4月5日

4月5日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

北区引佐町金指
1371

おんぞまつり

4月11日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

北区三ヶ日町
岡本698

問合せ先
名称

まさつってなんだろう？実験で確かめよう。
☆時間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
※会場 常設展1階 ホール
※当日直接会場へお越しください。

浜松市天文台の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。
南区福島町242-1
☆時間 14：00～16：00
※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
浜松市天文台
（中学生以下保護者同伴）
※時間内入退場自由。直接天文台にお越しください。
※天候不順の場合は、中止します。

実相寺

浜松市博物館
かやぶき屋根の下で聞く 4月11日
日本昔ばなし

イベント内容

お釈迦様の生誕を祝う花まつりを子ども中心に開催します。
甘茶、お菓子のプレゼントとビンゴゲームがあります。
☆時間 １０時頃より
※料金 無料

浜松科学館

機織の祖神天棚機姫命が祀られており、古くから初生衣を織って伊勢
神宮へ奉納されています。初生衣神社から浜名惣社へのぼり旗を持っ
た行列が移動し、織られた衣（御衣）を浜名惣社から初生衣神社へ運
び、粛々とした儀式が行われる歴史と由緒あるお祭りです。

初生衣神社
☆時間 14:00～

アクセス方法

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
0178
ん。

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
053-425- き、「福島」下車にて、徒歩2
9158
分。
東名浜松ICより国道1号線を
南へ、福塚交差点を左折。

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、渋川・奥山行
053-522- きにて約40分、「金指」下車、
4720
徒歩15分。
東名浜松西ICより国道257号
経由で約15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
053-456- 行きにて、「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。

初生衣神社

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」
053-525- 乗車、「三ヶ日」下車、徒歩約
1835
20分。
東名三ヶ日ICより国道362号、
301号経由約10分。

江戸時代に使われていたかやぶき屋根の古民家の中で、日本の昔話を
聞きます。話の中に登場する昔の道具を実際に見たり触れたりすること
もできます。
☆時間 14：00～14：30（※内容によって前後します。）
※定員 40人
※会場 蜆塚公園内江戸時代民家｢旧高山家｣
※費用無料。申込不要。直接会場へお越しください。

問合せ☎
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イベント名称

浜松科学館
サイエンスショー
「わ！空気砲でぽん☆」

開催期間 住所：浜松市

4月11日
4月12日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

イベント内容

問合せ先
名称

問合せ☎

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩約7
053-454- 分。
0178
※自家用車の駐車場はありま
せん。

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
053-425- き、「福島」下車にて、徒歩2
9158
分。
東名浜松ICより国道1号線を
南へ、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
053-487き乗車「フラワーパーク」下車。
0511
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ10分。

科学を身近に感じてもらうショーです。空気砲を使っていろいろな実験を
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。
冬から春の星座や星雲・星団を金星、木星等を肉眼や望遠鏡でご案内
します。4月後半では、春の星座や星雲・星団、金星、木星等を御案内し
ます。望遠鏡で宇宙をのぞいてみませんか。

浜松市天文台
土曜星空観望会

はままつフラワーパーク
サクラソウ展

龍文坊大祭

4月11日
4月18日
4月25日

4月11日～
4月19日

4月12日

南区福島町242-1
浜松市天文台

☆時間 19:00～21:00
※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
（中学生以下保護者同伴）
※時間内入退場自由。直接天文台にお越しください。
※天候不順の場合は中止になることがあります。

可憐なサクラソウを展示します。
愛らしい小花を咲かせる可憐な日本のサクラソウを、雛壇飾りや「サクラ
西区舘山寺町195
ソウ花壇」に展示します。（即売あり）
はままつ
フラワーパーク

北区細江町
中川65-2

☆時間 8：00～17：00
※入園料 大人（高校生以上）800～1,000円、小・中学生400～500円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。

遠州地方の黄檗文化の中心として栄えてきた初山宝林寺の鎮守龍文
坊大権現は家内安全・厄除消滅・開運などのご利益があると云われ、異
国情緒漂う境内で大祭が行われます。龍文堂では祈祷会が行われ、琉
初山宝林寺
球獅子舞やエイサー太鼓の演舞があり、参詣者で賑わいます。

初山宝林寺
☆時間 10:30～15:00

山住神社
春の例大祭

4月17日

天竜区水窪町
山住230

毎年4月17日に行われる春の例大祭は、県内外から多くの参拝者で賑
わいます。この神社は三方ヶ原の戦いに敗れた家康公が、浜松城の北
東の譲り神として深く信仰したことにより、遠州、三河、尾張、信州から
多くの信者を集めました。

山住神社

山住神社

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、奥山・渋川行
きにて「石岡」下車、徒歩10
053-542分。
1473
東名浜松西IC、新東名浜松い
なさICより、国道257号、362号
経由、約20分。

浜松西ICより車で2時間30分。
053-987新東名浜松浜北ICより車で約
1179
60分。

☆時間 10：00～12：00

9

イベント名称

開催期間 住所：浜松市

浜松科学館
4月18日
第26回発明とアイデア展 4月19日

中区北寺島町
256-3

☆時間 9：00～16：00
※会場 1階エントランスホール
※共催 浜松発明研究会

西区村櫛町
5475-1

湖畔の美しい自然と、解放感あふれる景観。園内には、高さ50mの展望
塔をはじめ、花と緑が織り成す彩の空間「花美の庭」や30万本のネモ
フィラ畑に「のたね」の地上絵が出現します。子供からお年寄りまで誰も
が気軽に楽しむことができます。また、期間中の土日祝日にスプリング
コンサートを開催予定。

4月18日～
6月14日

浜松科学館
ミニ実験

4月18日
4月19日
4月25日
4月26日

中区北寺島町
256-3

4月18日
4月19日
4月25日
4月26日

中区北寺島町
256-3

浜名湖
ガーデンパーク

浜松科学館

浜松科学館

4月19日

天竜区
上阿多古地区
長沢会館周辺

問合せ☎

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
0178
ん。

浜名湖
ガーデン
パーク管理
センター

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場、舘山寺経由にて約
053-488- 60分、「浜名湖ガーデンパー
1500
ク」下車。
東名浜松西ICより約25分。

☆時間 8：30～17：00
※ネモフィラの見頃は4月上旬～4月下旬
皆さんに科学を身近に感じてもらうために、簡単にできる実験を紹介し
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。
☆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。

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454※自家用車の駐車場はありま
0178
せん。

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454※自家用車の駐車場はありま
0178
せん。

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。

天竜区長沢(上阿多古地区)長沢会館出発し、長月寺、大栗安/栗砦館
(昼食)、本村の棚田、檜曾礼の棚田、を歩きます。

第33回
天竜歩け歩こう大会

問合せ先
名称

浜松発明研究会によるアイデア溢れる創造作品の展示会。発明とアイ
デア作品づくりについての相談もお受けします。

浜松科学館

浜名湖ガーデンパーク
スプリングフェスタ
花の美術館「花美の庭」
特別企画

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

イベント内容

☆受付 8:30～ （解散時刻は14:30予定）
※参加料 100円 (保険料として当日徴収)
※雨天中止
※当日の問い合わせは 053－926－1111

遠鉄電車で終点「西鹿島」駅よ
天竜区役所
り遠州鉄道バス「くんま水車の
まちづくり
053-922- 里」行きで50分、長沢下車。
推進課
0072
東名浜松浜北ICより車で約30
スポーツ振興
分。駐車場は長沢会館の駐車
グループ
場をご利用下さい。
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イベント名称

開催期間 住所：浜松市

浜松市美術館
館蔵品展
「粋な謎とき
4月23日～
見立て浮世絵の世界」 5月5日
「珠玉のガラス絵展」

家康公四百年祭
JRさわやかウォーキング
4月25日
若き日の家康と浜松城
出世物語を歩く

家康公四百年祭
中間セレモニー

プラネタリウム
＆コンサート
～春の星座と神話～

4月25日

4月25日

イベント内容

問合せ先
名称

西洋画の影響を受けて開花した江戸後期の洋風画と近代日本画、
ガラス絵などを紹介します。
中区松城町100-1
浜松市美術館

中区
JR浜松駅周辺

☆時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
※休館日 毎週月曜日
※観覧料 大人300円、高校生・大学生・専門学校生150円、中学生以
下無料、70才以上の方と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

さわやかな季節を歩いてみませんか。
浜松駅→心造寺→秋葉神社→犀ヶ崖資料館→椿姫観音→浜松八幡宮
→徳川秀忠公誕生の井戸→東照宮→浜松城・美術館・浜松城公園→家
康公鎧掛松→やらまいかショップ→浜松駅の約９㎞のコースです。

浜松市
美術館

JR東海
テレフォン
センター

問合せ☎

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場より乗車約8分、「美
053-454術館」下車。
6801
東名浜松ICまたは東名浜松西
ICから約30分。

050-3772- JR浜松駅北口
3910

☆受付 8:30～11:0 ※所要時間 3時間30分
※悪天候などで開催を中止する場合があります

若き日の家康公を三方ヶ原の戦いをもとに顕彰します。
中区元城町100-2 「出世の街」浜松をテーマに出世の力を持つ「浜松パワーフード」が勢ぞ
ろいし、盛り上げます。
浜松城公園
※場所 浜松城公園

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

家康楽市
実行委員会

JR浜松駅北口バスターミナル
13番乗り場より乗車、「浜松城
公園入口」にて下車。
053-450- JR浜松駅よりタクシー10分。
7278
※浜松城公園内は駐車場は
ございません。ご来場の際は、
公共交通機関にてお越し下さ
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
0178
ん。

新緑の景色が心地良い季節。夜空にはしし座やおとめ座などの春の星
座が輝いています。神話とともに春の星空をめぐりましょう。
☆時間 18：30～20：00（18：00開場）
※会場 プラネタリウム「ときめきら」
※料金 前売券600円（Pコード253-820）
当日券800円（当日科学館事務室で販売）
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イベント名称

開催期間 住所：浜松市

はまきたグリーンフェスタ 4月29日

問合せ先
名称

イベント内容

美薗中央公園でみどりに関係するイベントとして植木や花鉢のオーク
ション、押し花教室などを開催いたします。
浜北区西美薗733 多目的広場ではヨーヨー釣り、こども縁日や、どんぐり・葉っぱ・小枝など 浜北区役所
での遊びが楽しめます。
まちづくり
美薗中央公園
飲食の屋台も並ぶ予定で内容盛りだくさんです。
推進課
☆時間 10:00～16:00（雨天決行）

問合せ☎

アクセス方法

JR浜松駅より、遠州鉄道「美
薗中央公園」駅下車、徒歩1
053-585- 分。
1116
※駐車場の台数に限りがござ
いますので、公共交通機関の
ご利用をお願いいたします。

ゴムの引っ張る力を利用して、動くおもちゃをつくるよ！

浜松科学館
つくり隊！あそび隊！！
「トコトコ歩くおもちゃ」

はままつフラワーパーク
フジの花

4月29日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

4月下旬～
5月上旬

☆時間 ①10:00～12:00②13:30～15:30

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
0178
ん。

※会場 常設展イベントひろば2階
※当日直接会場へお越しください。

150mの棚仕立てや、珍しい庭木仕立てなど、フジの美しさを存分にお楽
西区舘山寺町195 しみください。
※気候等の影響で開花時期が前後する場合があります。
はままつ
フラワーパーク
☆時間 8:00～17:00
※入場券：大人800円～1000円/小・中学生400円～500円

※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。

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
053-487き、「フラワーパーク」下車。
0511
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ10分。

浜松市観光インフォメーションセンター
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