2014年浜松市 12月イベント情報
イベント名称

開催期間 住所：浜松市

プラネタリウム
9月2日～
オリジナル番組
11月30日
「惑星～その謎に迫る～」

浜松市博物館
「道具たちの100年」

遠州灘
天然とらふぐまつり

プラネタリウム
一般番組
「Eｖｅｒｙ LＩｔｔｌｅ Thing
オーロラファンタジー」

9月6日～
平成27年
3月1日

10月1日～
2月28日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

西区舘山寺町
1832-1
浜名湖
舘山寺温泉

中区北寺島町
10月1日～ 256-3
3月31日
浜松科学館

イベント内容
太陽の周りを回る惑星たち・・・。私たちの住む地球は惑星の１つです。
空気があり、生き物が住む地球。では、他の惑星はどのような星なので
しょうか？惑星の魅力は？知っているようで知らない惑星の謎に迫りま
す。

問合せ先
名称

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。

☆時間 14：00～14：40
※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）
小学校3・4年生「昔の道具とくらし」の学習に合わせて、100年ほど前か
らの生活の道具を展示します。道具の変化の様子が目で見てわかるよ
うになっています。
☆時間 9:00～17:00
※場所 浜松市博物館 特別展示室
※観覧料 大人300円、高校生150円、小中学生・70歳以上・障害者手
帳をお持ちの方は無料

冬の味覚の王様、遠州灘とらふぐ！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れる方も多いと思いますが、実はその下関の
舘山寺温泉
天然とらふぐの多くが遠州灘で獲れたものなのです。海流の変化で漁
観光協会
獲量が増え、今や遠州灘は国内屈指の漁場となり、その多くが舞阪漁
港に水揚げされています。

数多くのヒット曲を世に送り出している日本を代表するユニット、Eｖｅｒｙ
LＩｔｔｌｅ Thingとのコラボレーション作品です。ELTの二人が語る星やオー
ロラへの憧れや想い、そしてロマンチックな歌が、「愛しい人への気持
ち」や「大切な人への感謝」を思い起こさせてくれることでしょう。空高く
舞い上がるオーロラの美しい姿を、あなたは誰と分かち合いたいと思い
ますか？いつの世も多くの人々を魅了するオーロラ。作品では、写真
家・中垣哲也さんがカナダやアラスカで撮影した、オーロラの魅力あふ
れる映像をつぎつぎと紹介します。色鮮やかなオーロラの共演は必見
です。ELTの楽曲とともに、きらめく星空や、夜空に輝き渡るオーロラを
お楽しみください。
☆時間 16:00～16:40 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）

浜松科学館

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、「舘山寺温泉」下
053-487車。
0152
東名浜松西ICより、県道65号・
48号線を舘山寺温泉方面約
15分。

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。
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イベント名称

龍潭寺紅葉祭り

浜松市美術館
企画展
「魔法の美術館
見て、ふれて、遊べる
光のアート展」

開催期間 住所：浜松市

北区引佐町
11月1日～ 井伊谷1989
12月10日
龍潭寺

イベント内容

問合せ先
名称

アクセス方法

龍潭寺

ＪＲ浜松北口駅バスターミナル
15番乗り場より奥山行き,「神
053-542- 宮寺」下車徒歩7分。
0480
新東名いなさICより約10分。
新東名浜松SAスマートICより
約20分。（要ETC）

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
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。

江戸時代初期に作られた池泉観賞式庭園が見事に色づきます。紅葉
の時期に合わせて宝物の特別展示が行われます。
☆時間 9：00～16：30
※料金 大人400円、小中学生150円

この秋、国内外で活躍するメディア・アーティストの手によって、美術館
が光の魔法にかかります。体の動きにあわせて様々に変化する光や、
暗闇から突然飛び出してくる影、カラフルな映像やリズミカルな音によっ
て、私たちの思いもよらない不思議な空間が生み出されます。子どもか
中区松城町100-1
11月1日～
ら大人まで、世代を超えて参加しながらアートを楽しめる、体験型の展
12月23日
覧会です。
浜松市美術館

問合せ☎

☆時間 9:30～17:00 入館は16:30まで（11/1のみ10:00～)
※観覧料 一般1,000円、大専生800円、高校・中学生300円
※休館日 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合開館、翌日休館)

浜松城公園紅葉まつり

紅葉の浜松城公園で楽しもう！期間中は売店の移動販売などもありま 一般財団法人
JR浜松駅北口バスターミナル
中区元城町100-2 す。
浜松公園緑地
1番乗り場発のすべてのバス、
11月22日～
053-411協会
「市役所南」下車
12月7日
6687
浜松城公園
☆時間 10：00～15：00
東名浜松ＩＣ、浜松西ＩＣより約
※会場 中央芝生広場、日本庭園
30分

はままつフラワーパーク
クリスマス・イルミネーション

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
西区舘山寺町195
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
11月22日～
ライトアップ！
12月28日 はままつ
フラワーパーク
☆時間 17:00～21:00
※入園料 大人500円（お買物券500円付）、小中学生無料

西区舘山寺町
浜名湖遊覧船
12月上旬～ 2226-1
カモメふれあい体験クルーズ 2月下旬
浜名湖遊覧船

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もう！
※料金 大人1,320円、子ども660円（60分コース）
大人1,000円、子ども500円（30分コース）
※期間中毎日運行します！

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」
053-487- 行きにて、「フラワーパーク」下
0511
車。(約40分)
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ15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」
053-487- 行きにて、「動物園」下車。(約
浜名湖遊覧船
0228
45分)
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ15分。
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イベント名称

竜ヶ岩洞
電飾土蛍

開催期間 住所：浜松市

イベント内容

夏は足水の「ようきた洞」が、青色のイルミネーションで大変身！！
北区引佐町田畑
土蛍をイメージした幻想の地底世界が真昼に楽しめます。
12月1日～ 193
2月1日
☆時間 9：00～16：30
竜ヶ岩洞
※料金無料。ただし、竜ヶ岩洞の入洞料は別途かかります。

中区北寺島町
プラネタリウム
12月2日～
256-3
平成27年
オリジナル番組
「占星術と黄道十二星座」 2月28日
浜松科学館

問合せ先
名称

問合せ☎

アクセス方法

竜ヶ岩洞

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、「奥山」行き
053-543- にて、「竜ヶ岩洞入口」下車、
0108
徒歩5分。
新東名浜松いなさICより約10
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。

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。

占いって信じますか？遠い昔から、人々は星の動きで運勢や未来、人
の心を占っていました。誕生日の星座占いは今でもとても人気ですが、
夜空に実際に見えている星とどんな関係があるのでしょう？星占いのヒ
ミツに迫ります。
☆時間 14：00～14：40
※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）
※10分前に券売を終了します。
明るい星が多い冬の夜空。今日は特別に聖なる夜の星空を眺めてみ
ましょう。素敵な生演奏とともに、ロマンチックな夜をお過ごしください。

プラネタリウム
＆コンサート
～聖なる夜の音楽会～

浜松科学館
サイエンスショー
「ビリビリ！パチパチ！
静電気」

12月6日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

12月6日
12月7日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間 18：00開場 18:30開演 20:00終演予定
※会場 浜松科学館3F プラネタリウム「ときめきら」
※定員200名
※前売券は科学館事務室、チケットぴあ（Ｐコード234－253）で販売。当
日券は科学館事務室のみ。前売券600円、当日券800円
※大人向け(小中学生要保護者同伴、未就学児不可）
科学を身近に感じてもらう実験ショー☆ビリビリする静電気を使った楽し
い実験を紹介します。当日直接会場へお越しください。
☆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
※常設展入場料（小中学生は無料）が必要
秋の星座や見ごろの天体をご案内します。望遠鏡で星を見ませんか。
12月後半は、すばる・オリオン大星雲を見よう！見ごろとなった冬の星
雲・星団や冬の星座を御案内いたします。

浜松市天文台
土曜星空観望会

12月6日
12月20日
12月27日

南区福島町242-1
浜松市天文台

☆時間 18：30～20：30
※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）
※時間内入退場自由です。天候不順の場合は、中止することがありま
す。
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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

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。

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

実相寺
成道会-暁天坐禅-

はままつフラワーパーク
花のウォーキング

南区福島町242-1
12月7日
浜松市天文台

12月8日

12月13日

浜松市博物館
かやぶき屋根の古民家で 12月13日
聞く日本の昔ばなし

☆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。（中学生以
下保護者同伴）
※時間内入退場自由です。天候不順の場合は、中止することがありま
す。

北区引佐町金指 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
1371
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。
実相寺

☆時間 6：00～7：00

西区舘山寺195

フラワーパークで活動しているボランティアガイドの皆さんが、園内の季
節のスポットをご案内します。お気軽にご参加ください。（小雨決行）
※当日フラワーパーク正門にご集合下さい。（事前申込不要）

はままつフラワー
パーク
☆時間 10：00～12：00
※入園料 大人500円（お買いもの券500円付）、中学生以下無料

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

14:00～（約30分）

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
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。

実相寺

JR浜松駅北口バスターミナル
053-542- より、「渋川・奥山」行きにて約
0601
45分、「金指」下車、徒歩15
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「舘山寺温泉」行き
053-487- バス40分「フラワーパーク」下
0511
車すぐ。
東名浜松西ICより車で約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。

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。

江戸時代に使われていたかやぶき屋根の古民家の中で、日本の昔ば
なしを聞きます。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
※無料
※場所
※定員

問合せ☎

蜆塚公園内江戸時代民家｢旧高山家｣
40人(当日先着順)

昼夜連続で屋上を開放しての観望会や、天体についての資料展示や
体験コーナーを楽しもう！14日は昼間の天体観望会を行います。

天文台まつり

12月13日
12月14日

☆時間 13日 13：00～21：00 14日 9:00～14:00
南区福島町242-1
※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）
浜松市天文台
※時間内入退場自由。直接天文台にお越しください。
※観望会は、天候不順の場合は中止となることがあります。
※日中は駐車場がありません。夜間のみとなります。
公共交通機関でお越しください。
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イベント名称

開催期間 住所：浜松市

浜松科学館
12月13日
第19回
12月14日
おや！なぜ？横丁
～サイエンスアベニュー～

浜松まつり会館
風とあそぼう！
凧作り教室

12月14日

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7分。
053-454※自家用駐車場はございませ
0178
ん。

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」
053-441行きにて約18分、「中田島砂
6211
丘」下車。
東名浜
松ＩＣより約15分。

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。

舘山寺

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
053-48745分「舘山寺温泉」下車、徒歩
0107
10分。
東名浜松西ICより車で約20分

ものづくりのまち「浜松」を代表する団体・企業・大学・高校・中学・サイ
エンスボランティアや科学館スタッフの工夫がつまった実験・工作ブー
スに参加しよう！浜松科学館最大にイベント。実験工作を体験できる
ブースでいっぱいになります。
中区北寺島町
256-3
浜松科学館

南区中田島町
1313
浜松まつり会館

☆時間 ①10:00～12:00 ②13:00～16:00 (最終受付15:30)
※当日直接会場へお越しください。
※定員はブースごと異なります。
※混雑状況により整理券を配布するブースが有ります。
※常設展入場料（小中学生は無料）が必要
※プラネタリウム観覧料は別途料金がかかります。
※作品を持ち帰るための袋を持参してください。
自分だけのオリジナル凧を作って、お正月にあげよう！浜松まつりで使
用する凧材と同じ和紙や竹ひごを使って、オリジナルの凧を作ります。
絵付け、凧の組み立て、糸目付けをし、凧完成後には、隣の芝生広場
で凧上げ体験もできます。お正月の風物詩でもある凧を作って、楽しい
お正月の準備をしましょう。
☆時間 10:00～12:00
※イベント参加費 800円
※定員 20人
ふたご座流星群が多くみられると予想される日の観望会です。天文台
屋上で寝転がって空を見ます。流星の見方や冬の星空についてもご案
内します。

浜松市天文台
ふたご座流星群 観望会

舘山寺火まつり

南区福島町242-1
12月14日
浜松市天文台

12月15日

アクセス方法

西区舘山寺町
2231
舘山寺

☆時間 20：00～23：00
※先着200人
※11月29日（土）14時からお電話にてお申込みください。
※敷物をお持ちください。屋上階ですので防寒具は必要です。
※天候不順の場合は、中止になることがあります。
※中学生以下は、保護者同伴とします。
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？
☆時間 御祈祷 19：30頃～ 火渡り 20：00頃～

5

イベント名称

秋葉神社火まつり

開催期間 住所：浜松市

12月15日
12月16日

イベント内容

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いわれておりま
天竜区春野領家 す。次に二の神職が左に劔、右に鈴をとって、地上の聖霊を宥め、悪魔
841
を抑える舞いを舞い、一さし舞い終われば、左右に二振りの劔をとっ
て、振りかざし振りかざし、罪、穢れを切り祓う舞を舞います。最後に三
秋葉神社 上社 の神職が、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。

問合せ先
名称

問合せ☎

秋葉神社
上社

遠州鉄道「新浜松駅」より、終
点「西鹿島」下車、秋葉バスに
乗り換えにて、「秋葉神社」下
053-985- 車。
0111
新東名浜松浜北ICより約30
分。
上社へは期間限定にて直行
バスあり。

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。

アクセス方法

12月15日 御阿礼祭(みあれいさい）14：30～ 火祭り大祈祷 終日
12月16日 大祭13：30～ 火まつり大祈祷 終日 防火祭 22：00～

浜松科学館
ミニ実験

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

12月20日
12月21日
12月27日
12月28日

12月20日
12月21日
12月27日
12月28日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

ミニ実験では、家庭などにある身近なものを使い、5分程度で出来る簡
単な実験を紹介します。実験を通して、科学の原理をわかりやすく説明
します。
☆時間 ①11：30～11：50 ②14：30～14：50
☆会場 常設展２階エレクトロニクスのコーナー
※常設展入場料（小中学生は無料）が必要です。当日直接会場へお越
しください。
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 常設展1階ミクロ観察カウンター
※常設展入場料（小中学生は無料）が必要です。当日直接会場へお越
しください。
博物館でむかしの文化や歴史にふれる体験をして、楽しいひとときを過
ごしませんか。伝統的な日本のお正月の遊びを中心に、ミニ門松やこ
ま・けん玉づくり、おもちを焼いたり、こままわし大会も開催します。

浜松市博物館
冬休みむかし体験館

12月20日～
1月6日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

☆日程 12月20日（土）～28日（日）、1月4日（日）～6日（火）
☆時間 9：00～17：00
※期間中、月曜日も開館します。
※イベントにより事前予約が必要です。有料の催しも有ります。高校生
以上は別途入館料が必要です。
※詳細はチラシでご確認ください。
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イベント名称

浜松市博物館
テーマ展
「平安時代の陶芸と技」

開催期間 住所：浜松市

浜松まちなか
子どもフェスタ
クリスマスイベント

問合せ先
名称

浜北区宮口古窯で出土した灰釉陶器から、平安時代の陶芸デザイン
や移りかわりを考えます。
12月20日～ 中区蜆塚4-22-1
平成27年
☆時間 9：00～17：00
3月1日
浜松市博物館
※休館日 月曜日、休日が月曜日のときはその翌日
※入館料 大人300円、高校生150円、小中学生無料、70歳以上の方お
よび障がい者手帳をお持ちの方は無料

浜松科学館
ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑﾘﾆｭｰｱﾙ
記念講演会
12月23日
「宇宙最前線！～『超新星
1987A』を最新鋭望遠鏡で
追う～」

浜松科学館
探検ツアー

イベント内容

12月23日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

12月23日

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。

星がその一生を終えるとき、猛烈なエネルギーを放出する爆発現象が
「超新星」です。爆発とともに、星の内部で合成された様々な元素が宇
宙にまき散らされて鉱物のもとになっていることが、最新鋭の望遠鏡で
徐々に明らかにされています。地球、太陽系、銀河の起源を知る手が
かりになることが期待される最先端の超新星研究について、世界で活
躍する松浦先生にお話しいただきます。
☆時間
☆会場
※講師
※定員
※申込
着順）

問合せ☎

13:30開場 14:00開演 15:30終演予定
浜松科学館1階 ホール
松浦美香子（ﾛﾝﾄﾞﾝ大学ﾕﾆﾊﾞｰｼﾃｨｰｶﾚｯｼﾞﾛﾝﾄﾞﾝ上級研究員）
200名(内容は中学生以上向け) 参加料無料
11/22（土）9:30より、浜松科学館☎053-454-0178にて受付（先

普段はみられない、あんなところやこんなところ。今日は特別にのぞい
てみよう！
☆時間 ①13:00 ②14:00 ③15:00 (各回約20分)
※各回10名(当日12:30より、常設展2階イベントひろばにて受付）
※幼児は保護者同伴での参加をお願いします。ヒールのある靴での参
加、団体での参加はご遠慮願います。

まちなかクエスト～かくれたサンタを探し出せ～
街中に散らばったサンタからヒントをもらってクイズを解こう！3つのクイ
ズに正解するとステキな景品がもらえるよ！！
中区鍛冶町15
クリスマスツリーで街中を華やかに！ ザザシティ中央広場・ ソラモに
クリスマスツリーが登場！願い事を書くとステキな出来事が☆
浜松まちなか
053-459ソラモ
【ステージイベント】
子どもフェスタ
JR浜松駅より徒歩7分。
4320
ザザシティ中央広 ローランドpresentsドラムの達人
実行委員会
場
けん玉チャンピオン大川さんのけん玉ショー＆けん玉教室
子どものクリスマスソング
☆時間 11:00～16:00

7

イベント名称

クリスマス・キャンドル
礼拝

開催期間 住所：浜松市

問合せ先
名称

イベント内容

クリスマスイブのキャンドル礼拝、ローソクの火を灯し、讃美歌を歌い
トーンチャイム（ハンドベル）の音を聞き、クリスマスのメッセージを聞き
中区松城町106-1 ます。
12月24日
浜松キリスト教会 ☆時間 18：50～20：00（開場18：30）
礼拝後のティータイム 20：10～20：50
※なるべく公共交通のご利用をお願いたします。

12月31日

北区引佐町井伊 新年を迎えるにあたり、穢れを祓う儀式です。
谷1991-1
☆時間 15：00～
井伊谷宮
※参列自由。お札希望の方は初穂料は2,000円。

奥山方広寺
除夜の鐘

12月31日

北区引佐町奥山 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
1577-1
一人1回撞いていただきます。また、甘酒無料サービスも予定していま
す。（無くなり次第終了）
奥山半僧坊
（方広寺）
☆時間 23：45～

龍潭寺
除夜の鐘

除夜の鐘撞き体験ができます。先着100名様に記念品を贈呈します。甘
北区引佐町井伊
酒のサービスも行います。（無くなり次第終了）
12月31日～ 谷1989
1月1日
☆時間 23：45～1：30
龍潭寺
※拝観料 大人400円、小・中学生150円

実相寺
除夜の鐘と初詣庭園
ライトアップ

北区引佐町金指 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
12月31日～ 1371
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。
1月1日
実相寺
☆時間 ライトアップ 23：00～5：00、除夜の鐘 23：45～

井伊谷宮
年越の大祓

※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。

問合せ☎

アクセス方法

浜松
キリスト教会

JR浜松駅北口バスターミナル
053-4521番乗り場より乗車、「市役所
2337
南」下車、徒歩3分。

井伊谷宮

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場「奥山」行き「神宮
053-542寺」下車、徒歩5分。
0355
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
15番乗り場より、奥山行き乗
大本山
053-543- 車60分、終点「奥山」下車、徒
方広寺
0003
歩10分。
半僧坊総本殿
新東名浜松いなさICより、約
10分。

龍潭寺

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場、奥山行き45分、
053-542「神宮寺」下車、徒歩10分。
0480
新東名浜松いなさICより、約
10分。

実相寺

JR浜松駅北口バスターミナル
より、「渋川・奥山」行きにて約
053-542- 45分、「金指」下車、徒歩15
0601
分。
新東名浜松いなさICより、約
15分。

浜松市観光インフォメーションセンター
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