2014年 浜松市 6月イベント情報
イベント名称

新緑花祭り 井伊家展

浜名湖花博２０１４
フラワーパーク会場

プラネタリウム
一般番組
「ワンピース」

プラネタリウム
一般番組
「銀河鉄道の夜」

開催期間 住所：浜松市

北区引佐町
3月10日～ 井伊谷1989
6月30日
龍潭寺

イベント内容

中区北寺島町
3月29日～ 256-3
7月19日
浜松科学館

中区北寺島町
3月29日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

きらめく満天の星空と、流星やオーロラの美しく優雅な映像が、ドーム
いっぱいに広がります。ワンピースでしか味わえないハチャメチャで笑い
あふれる星座解説。星空や宇宙のおもしろさを、ワンピースの世界観満
載の豪快さと笑いと感動でお送りします！！

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ござい
0178
ません。

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。

☆時間 土日祝11:00～、15:00～
※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）

ドームいっぱい360°に広がる銀河のパノラマ風景。それはまさに天空
の汽車に乗車したかのような夢の体験となる。さあ、ほしめぐりの旅にで
かけよう。（長編映像のため当日の星空案内はありません。）
☆時間
16:00～ (7月19日までの上映時間)
※会場 浜松科学館3F プラネタリウム「ときめきら」
先着200名（当日1階インフォメーションにてチケット販売）

アクセス方法

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

☆時間 8：00～18:00
※入場券 大人800円/小・中学生400円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。

問合せ☎

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。

浜名湖花博2014は「花と緑のオーケストラ～水辺で奏でる未来の暮らし
～」をテーマに開催します。花と緑いっぱいの会場で皆様をお迎えしま
西区舘山寺町195
す。

3月21日～
6月15日
はままつ
フラワーパーク

問合せ先
名称

1

2014年 浜松市 6月イベント情報
浜名湖花博２０１４
ガーデンパーク会場

秋野不矩美術館
特別展
日本画革新の追求者
稗田一穂×毛利武彦

4月5日～
6月15日

4月26日～
6月8日

西区村櫛町
5475-1
浜名湖
ガーデンパーク

天竜区
二俣町二俣130
浜松市
秋野不矩美術館

浜松市博物館
テーマ展
「地図・絵図」

4月26日～
6月29日

実相寺庭園
緑のよそおい見頃

北区引佐町
5月上旬～ 金指1371
6月上旬
実相寺

新緑さつき祭り

5月1日～
6月30日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

北区引佐町
井伊谷1989
龍潭寺

都市公園として整備された浜名湖ガーデンパークでは、石原和幸特別
展ガーデン、未来の暮らし・創造しずおかガーデン、花みどりアート回
廊、花みどり創造館～彩りダイニング～、花美の庭など、2000品種100
万本の草木が咲き誇ります。

浜名湖花博
実行委員会

東名浜松西ICより約25分。
直通バス運行（8:30～17:30の
間、約10～30毎）：ＪＲ舞阪駅
053-488⇔浜名湖ガーデンパーク
1511
水上交通（9：00～17：00の間、
約30分毎）：弁天島海浜公園
⇔浜名湖ガーデンパーク

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」
053-922下車、徒歩約10分。
0315
東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10
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。

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
053-542- きにて約40分、「金指」下車、
0601 徒歩10分。
新東名浜松いなさICより約15
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15分。
0480
新東名浜松いなさICより約10
分。

☆時間 9：30～17:00
※入場券 大人800円/小・中学生400円
※お出掛けの前に開花状況をご確認下さい。
稗田一穂(ひえだかずほ、1920-)と毛利武彦(もうりたけひこ、19202010)は、ともに1920(大正9)年生まれで、創造美術の創立会員である山
本丘人(やまもときゅうじん、1900-86)に師事しました。創画会会員として
の活躍でも知られています。本展では、山本丘人を師とした両画家の作
品26点を展示します。共通の師を持ち、それぞれが日本画の表現の可
能性に挑むことで生まれた作品の数々をご覧ください。また、特別出品
として秋野不矩の作品5点を展示します。
☆時間 9：30～17：00
※休館日 毎週月曜日、5月7日 但し4月28日、5月5日は開館
※料金
大人800円/高校生500円/小中学生300円/70歳以上・障害者手帳所持
者半額
近世から現代への変遷
地図や絵図から浜松市の変遷を見ていきます。
☆時間 9:00～17:00
※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）

庭園の三連山の緑と、点在するさつきの緑がとりわけ美しいです。
☆時間 9：00～16：00
※料金 無料
国指定名勝龍潭寺庭園を中心に、新緑とさつきなど春の花が楽しめま
す。また、新緑さつき祭りと特別展示「井伊家展」も併せて開催します。
☆時間 9：00～16：30（17：00閉門）
拝観料／大人400円、小・中学生150円
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プラネタリウム一般番組
「しょこたんの
ワンダー宇宙」

5月3日～
9月30日

中区北寺島町
256-3

今回しょこたんは、宇宙のときめきらや興奮を子どもたちにも伝えたい！
と、作品のプロデュースから企画的に参加。もちろんナレーションと音楽
も担当します！星空とともに宇宙のスケールの大きさを実感させてくれ
ます。
☆時間

浜松科学館

5/3～8/31 14:00～14:40
9/2～9/30 16:00～16:40

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
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。

浜名漁協
雄踏支所

JR浜松駅より東海道線豊橋方
面「舞阪駅」下車。タクシーで
053-592- 約5分。
2260
東名浜松西ICより約20分。国
道1号線浜名バイパス馬郡IC
から約12分。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より「渋川」行きに
053-522- て約70分、「渋川」下車。徒歩
4720
約5分。
新東名浜松いなさICより約15
分。

※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）
当館コレクションの1つ小杉コレクションの大規模な展覧会です。コレク
ションの中から、石仏・金銅仏・古陶磁を中心に、国内外の作家の絵画
などを幅広く紹介します。

浜松市美術館
館蔵品展
中区松城町100-1
5月15日～
珠玉の東洋美術
6月13日
☆時間 9:30～17:00
浜松市美術館
～小杉コレクション
※休館日 月曜日
を一堂に～
※料金 大人300円 高校生150円

小学生以下・70歳以上・障害者手帳等所持者無料

たきや漁

5月15日～
9月30日

西区雄踏町
宇布見9985-3
浜名漁協
雄踏支所

北区引佐町渋川

渋川つつじまつり

5月17日～
6月1日
渋川つつじ公園
及び周辺

あなたもたきや漁に挑戦してみませんか？
百余年の伝統と独特の漁法で知られるこのかがり火漁法は、夏をピー
クに春から秋にかけて行われます。獲物は主としてクルマエビ、カニ、タ
イなどです。また、料理（天ぷら、みそ汁等）も魅力満点です。
☆時間 6月～8月：19時頃から3時間/5月・9月：18時頃から3時間
※料金：一隻（4名まで）30,000円。
※予約受付開始は4月1日からです。（受付時間9：00～18：00）
※当日午後2時以降のキャンセルは1万円をいただきます。
（悪天候の場合は除く）
シブカワツツジは、葉が3枚ずつ、花も3輪ずつ開花するのは特徴で別名
ジングウツツジとも呼ばれています。蛇紋岩地帯にのみ群生し、分布範
囲が狭い貴重な植物で、公園内に自生する約4000本の群落は、県の天
然記念物に指定されています。
渋川つつじ公園は、小高い山の上にあります。
歩きやすい服装でお越しください。
期間中、地元物産展も開催します。土、日には、イベントも行われる予定
です。
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サツキ展

色鮮やかなサツキを展示。
西区舘山寺町195 赤や紫紅色などの色鮮やかなサツキの盆栽を部門別に展示します。
5月25日～
即売も致します。
6月1日
はままつ
フラワーパーク
☆時間 8:00～18:00
※料金 大人800円 小・中学生400円

舗装された園路や平らな芝生など足元の心配が少ないため、お子様や
お年寄り、車いすの方も安心してホタル観賞ができます。
西区舘山寺町195
（ホタルの見頃は２０時頃から）
夜間開園「蛍の夕べ」
5月30日～
※気候等の影響によりホタルの発生時期が前後する場合があります。
はままつ
（はままつフラワーパーク） 6月15日
お出掛け前に状況をご確認ください。
フラワーパーク
☆時間 18：00～21:00（最終入園20:30）
※入場券 大人500円/小・中学生200円

ほたるの夕べ
（はままつ
フルーツパーク時之栖）

あじさい・ささゆり祭り

北区都田町
4263-1
5月30日～
6月15日
はままつ
フルーツパーク
時之栖

北区引佐町奥山
5月31日～ 堂の上1736-1
7月6日
奥山高原

☆天然ホタルの舞いをとくとご覧あれ☆
都田川流域で自然に繁殖したホタルの光を、フルーツパーク園内から川
原に下りて見ることができます。言葉もなくひたすら見続ける大人も多
く、せせらぎをBGMに川面にも映る幻想的な光の舞いには物思いにふ
けりたくなる魔力もありそうです。園内ではイルミネーションや東洋最大
級の噴水ショーも楽しめます。
※開催日
5月30日（金)～6月1日（日）、6月6日（金）～8（日）、 6月13日（金）～15
（日）
※羽化状況により変動する恐れがあります。
☆時間 19:30～20:30 (※園の閉園時間は21:00)
※入園料のみで鑑賞できます。（大人700円・子供350円）

あじさい・ささゆり祭りを開催します。奥山高原の園内に70品種約1万株
のアジサイが初夏の山を彩ります。6月中旬頃には希少なささゆりの凛
とした花が見られます。

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
きバスにて約40分、「フラワー
053-487パーク」下車。
0511
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。

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。

はままつ
フルーツ
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル
より都田経由、「フルーツパー
ク」下車、約60分。
053-428東名浜松西ICより北東へ約30
5211
分。
新東名浜松SAスマートICより
約5分。

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「奥山」下車、徒歩50分。
0234
東名浜松西ICより姫街道経
由、奥山方広寺方面約45分。
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花しょうぶとあじさいがしっとりとした梅雨の季節を彩ります。紫・白・青・
桃色など日本屈指720品種100万本のハナショウブと600mの並木が続く
西区舘山寺町195
3,000株のアジサイをお楽しみ下さい。
花しょうぶ・アジサイまつり 6月上旬～
※お出掛け前に開花状況をご確認ください。
はままつ
（はままつフラワーパーク） 6月中旬
※6月14日（土）は琴演奏もお楽しみいただけます。①10:30～②13:30～
フラワーパーク
☆時間 9:00～17:00
※入園料 大人800円、小中学生400円

奥山公園あじさいまつり

伊平川堤
あじさいまつり

竜ヶ石山
あじさいまつり

奥山高原
あじさいまつり

6月上旬～
6月下旬

6月上旬～
6月下旬

6月上旬～
6月下旬

北区引佐町奥山
奥山公園

北区引佐町伊平
伊平川堤

北区引佐町田畑
竜ヶ石山

北区引佐町奥山
6月上旬～ 堂ノ上1736-1
6月下旬
奥山高原

奥山公園内の斜面には、桜の木々の間に紫陽花が植栽され、人々の目
を楽しませてくれます。期間中には、ウォーキングイベントも開催します。

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」
行きにて約40分「フラワーパー
053-487ク」下車。
0511
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。

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
て約60分、終点「奥山」下車、
053-522- 徒歩約10分。
4720
東名浜松西ICより国道257号
線経由にて約40分。
新東名浜松いなさICより約5
分。

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より「渋川」行きに
て「滝清水」バス停下車。
053-522東名浜松西ICより国道257号
4720
線経由にて約30分。
新東名浜松いなさICより約5
分。

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」行きに
て約60分。
053-543東名浜松西ICより国道257号
0108
線にて約30分。
新東名浜松いなさICより約10
分。

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
て約60分、終点「奥山」下車、
053-543徒歩30分。
0234
東名浜松西ICより約45分。
新東名浜松いなさICより約10
分。

※料金/無料

5月下旬から6月下旬にかけて色鮮やかなアジサイが伊平堤を彩りま
す。緑豊かな自然に包まれたあじさい通りの散策や、休憩所として台地
に建つ“あずま屋”からの展望もまた、格別です。

竜ヶ石山ハイキングコースの林道沿いに、約1,500株の紫陽花が咲きそ
ろいます。
※入場料 無料

約1万株の紫陽花が、初夏の園内を飾ります。てまり型あじさい、額あじ
さいなど、多種多様なあじさいのグラデーションをお楽しみいただけま
す。あじさいのルーツをたどる「日本あじさい展」も同時開催します。
☆時間 10：00～17：00
※入園料 大人500円/小人（小・中学生）300円
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天文講演会
「東日本大震災をうけて
星の村天文台
復興までのいきさつ」

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

6月1日

6月1日

東日本大震災で被害を受けた福島県「星の村天文台」。全国の人たち
の支えで天文台が復興していく様子を、同天文台台長である大野裕明
南区福島町242-1 氏にお話しいただきます。また、氏が世界を旅した際の、様々な映像も
紹介してくださいます。
浜松市天文台
☆時間 13:00～14:30
※5月17日（土）14:00から、電話でお申し込みください。定員100名
太陽や昼間の星を望遠鏡で観望しましょう。
浜松市天文台の太陽望遠鏡で太陽を見たり、昼間に見える星を観望し
たりしましょう。写真撮影を希望される方は、コンパクトデジタルカメラを
南区福島町242-1
ご持参ください。
※参加無料です。
浜松市天文台
※天候不順の場合は、中止します。

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、
053-425- 「福島」下車、徒歩約2分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線
へ。南へ進んでいただき中田
島東交差点を左折。

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、
053-425- 「福島」下車、徒歩約2分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線
へ。南へ進んでいただき中田
島東交差点を左折。

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、
053-425- 「福島」下車、徒歩約2分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線
へ。南へ進んでいただき中田
島東交差点を左折。

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。

☆時間14:00～16:00

浜松科学館
サイエンスショー「それゆ
け！そらとべ！空気でふ
んわり☆」

浜松市天文台
星空観望会

浜松科学館
試してみよう「体験！！さ
かさまお絵かき」

6月1日
6月7日
6月8日
6月28日
6月29日

6月7日
6月14日
6月21日
6月28日

6月8日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

風のちから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。

春から夏にかけての星々を、天文台の望遠鏡でご覧ください。
大好評の星空観望会です。お気軽にお越しください。
南区福島町242-1 火星や土星などの惑星が見ごろです。
浜松市天文台

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間 19:00～20:50
※参加無料です。
※天候不順の場合は、中止します。
宇宙飛行士の試験でも行われるお絵かき。みんなどれだけできるか
な？
☆時間 ①10:00～12:00 ②13:30～15:30
※会場 浜松科学館常設展2F イベント広場
※当日、直接会場へお越しください。
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浜松科学館
中部ガス
Cosmos Special
金曜日のナイト・プラネ

浜松科学館
ミニ実験

満天の星の下で一週間の疲れを癒しませんか？仕事帰りの大人を対象
としたプラネタリウムの夜間投影です。
6月13日
6月27日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

6月14日
6月15日
6月21日
6月22日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間
※会場
※先着

18:30会場19:00開演19:50終演予定
浜松科学館３Ｆ プラネタリウム「ときめきら」
200名（全席自由） 500円
当日、浜松科学館インフォメーションにて購入
※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。

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。

浜名商工会
舞阪支所

JR浜松駅よりJR東海道線にて
「弁天島」駅下車、徒歩15分。
浜松西IC 東名浜松西ICより約
053-592- 30分。
3811
※駐車場は弁天島海浜公園
になります。（朝市会場で無料
駐車サービス券(当日のみ利
用可）をお渡しします）

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
※会場

①11:30～11:50 ②14:30～14:50
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。

かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

中区蜆塚4-22-1
6月14日
浜松市博物館

お子様の想像力を育てる、「語り部」による「おはなし」の世界を味わって
みませんか？「語り部」によってつむぎだされる「おはなし」は、絵本や紙
芝居の世界とは一味違い、音だけの世界です。聞き手の想像力しだい
で、どんなアニメより臨場感あふれる世界を体験することが出来ます。
日頃から様々なメディアによる映像や画像に囲まれてすごしているお子
様たちにこそ、ぜひこうした世界を味わってみてほしいと思います。もち
ろん大人のみでの参加も大歓迎です。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～（約30分※内容によって前後します。）
※蜆塚公園内江戸時代民家「旧高山家」
※参加無料

舞阪漁港えんばい朝市

6月14日

西区舞阪町舞阪
2119-19

早起きをして出掛けよう！
朝市では、漁獲高が日本屈指の特産品、生シラスを販売。スーパーで
は見られない生シラスは一食の価値あり。
その他に釜揚げシラスやちりめん、鮮魚、アサリ、タコ、干物、うなぎの
白焼き、あげはん、海苔、野菜、果物、花の苗などを販売いたします。

舞阪漁港魚市場
☆時間 7：00～10：00 準備ができ次第、販売を始めます。
※7月19日(土)/8月30日(土) 開催予定
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奥山花街道
あじさいウォーク

6月14日

北区引佐町奥山
堂ノ上1736-1
奥山高原

あじさいの名所として知られる奥山公園。その奥山公園を出発し、初夏
の山野草を楽しむガイドウォーキング。自然観察員のガイドで身近な自
然を観察しながらのんびりウォーキングを楽しめます。方広寺黒門前か
ら奥山花街道、奥山高原へ約4キロのコースを散策します。昼食、飲み
物、雨具は必要に応じ各自でご用意ください。参加は無料、事前申し込
みは必要ありません。

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」行き65分終
053-522点下車。
4720
新東名浜松いなさICより、県道
68号経由約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
き乗車（約40分）、「フラワー
053-487パーク」下車。
0511
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。

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。

平野美術館

JR浜松駅北口バスターミナル
12番乗り場より、内野台行きに
053-474て「元浜町」下車。
0811
東名浜松ICより浜松駅方面へ
約15分。

※受付 9:30（方広寺黒門前にて）

琴演奏
6月14日
（はままつフラワーパーク）

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

平野美術館
神々への祈り

6月14日
6月15日
6月21日
6月22日

6月14日～
8月3日

生田流筝曲琴陽会の皆さんによる琴の生演奏を行います。日本情緒あ
西区舘山寺町195
ふれる花しょうぶ園に響き渡る美しい音色をお楽しみ下さい。(雨天中止)
はままつ
フラワーパーク

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区元浜町166

☆時間 ①10:30～11:00 ②13:30～14:00
※料金 大人800円 小・中学生400円

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。
本展覧会では、日本における信仰の軌跡を辿るとともに、国境や文化を
越えた命の世界をご紹介いたします。これらの世界に触れていただき、
変化の激しい現代社会の中で忘れがちな安らぎを体感する機会となっ
ていただければ幸いです。
※特別出品 聖母マリアの画 佐々木松次郎の作品11点を展示

平野美術館
☆時間 10:00～17:00
※拝観料 大人500円・中高生300円・小学生200円
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天竜区
二俣町二俣130

秋野不矩美術館
第2回所蔵品展
6月21日～
8月10日
秋野芸術の精華Ⅱ
浜松市
～秋野不矩と西洋絵画～
秋野不矩美術館

二俣尋常高等小学校在学時に、西洋絵画に触れた秋野不矩は絵の道
に進み第二次世界大戦後の新しい時代にふさわしい表現を模索する中
で、西洋近現代絵画にみられるような絵画の造形性を追求しました。そ
の様子が作品の上に、はっきりと認められる「坐す」、「裸童」、「青年立
像」などを中心に展示します。また、インドを描いた作品は、「廃墟2.」、
「沼」などを展示します。

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」
053-922下車、徒歩約10分。
0315
東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10
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。

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40分「フラワーパー
053-487ク」下車。
0511
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10分。

☆時間 9:30～17:00
※休館日 毎週月曜日 7/21開館 7/22休館
※入園料 大人３00円 高校生150円
中学生以下70歳以上・障害者手帳所持者 無料
狩りを疑似体験して手に入れた材料を、黒曜石のナイフや昔の土器の
レプリカで「縄文汁」を料理します。

大昔サバイバルツアー

ウルトラマン創世記展
～ウルトラＱ誕生から
ウルトラマン80へ～

6月21日
6月22日

6月22日～
8月20日

モデルミニ撮影会
6月29日
（はままつフラワーパーク）

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

中区松城町100-1
浜松市美術館

☆時間 ①9：30～11：30 ②13：30～15：30
※定員 各回20人
※対象 小中学生とその兄弟。3年生以下の児童には保護者が必要で
す。
※参加費 200円（体験費用） 高校生以上は別途博物館観覧料が必要
です。
※申込 6月14日（土）午前9時から電話予約受付。（各先着20名ずつ）
本展では「ウルトラＱ」から「ウルトラマン80」までの作品を取り上げ、そ
の人気の秘密を探ります。当時のマスクや小道具など約1000点に及ぶ
資料を公開、ウルトラマンの魅力をお楽しみいただきます。
☆時間 9:30～17:00
※休館日 月曜日 7/21、8/11開館 7/22休館
※料金 大人1,100円 大・高校生700円 中学生以下300円 70歳以上・
障害者手帳等所持者の方は半額

モデルを迎え、季節の花と人物を撮影するミニ撮影会を行います。(小雨
西区舘山寺町195 決行)
※当日芝生広場休憩所にご集合下さい。
はままつ
フラワーパーク
☆時間 13:30～15:00
※料金：大人600～700円、小中学生300～350円
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夏越大祓

6月30日

北区引佐町
井伊谷1991-1
井伊谷宮

夏越大祓は平安より続く神事です。1年を2つに分け、1～6月の半年間で
積もった罪穢れを祓い清め、残り半年間の無用息災を祈願します。茅ノ
輪くぐりには作法があります、是非お越しになって確かめてみてくださ
い。そして、残り半年を元気に過ごしましょう。

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より国道
257経由15分。
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6月の旬の味 採れたてバザール・フリーマーケット情報

マックスバリュ細江店
フリーマーケット

北区細江町中川
5819-1
6月1日
マックスバリュ
細江店駐車場

県営遠州灘海浜公園
6月8日
リサイクルフリーマーケット 6月21日

旬の味・
採れたてバザール
（ソラモ会場）

マックスバリュ
浜松三方原店
フリーマーケット

毎月1回第1日曜日に、浜松市北区のマックスバリュ細江店駐車場で家
庭の不用品を販売するフリーマーケットを開催します。出身者自身の
アート&クラフト作品の販売や地元農家の直売も可能です。ゴミの減量
や家庭の不用品の再活用の推進とともに、地域交流の場として開催さ
れるフリーマーケットでもあります。

南区江之島町
字白鳥山1706
県営
遠州灘海浜公園

☆時間 9:00～14:00
※雨天中止
※出展ご希望の方は開催の3日前までに電話、Eメールでお申し込みく
ださい。（車の傍で販売可）
※出店料／1ブース：1,000円
衣類や食器、雑貨など家庭内の不用品を販売するリサイクルフリーマー
ケットです。
広い公園内には球技場、北欧風木製遊具、サイクル広場、自然生態観
察園、憩いの広場など様々な施設があり、四季折々の自然が楽しめま
す。

JR浜松駅北口バスターミナル
浜松文化
090-9228- 15番乗り場より、40番気賀三
フォーラム
1823
ケ日線乗車、「新屋（あらや）」
（代表・村木）
下車徒歩2分。

浜松文化
フォーラム

☆時間 10:00～14:00
※雨天中止・駐車場無料

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
090-9228- で「県立海浜公園」下車、徒歩
1823
1分。
（代表・ または中田島線で「中田島町」
村木） 下車、徒歩2分。
東名浜松ICより南へ11km、約
20分。

中区砂山町320-2 季節の野菜・果物・農林水産物など新鮮な品を販売します。
6月12日
6月26日

ソラモ
☆時間 10：00～15:00
（浜松市ギャラリー ※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
モール）
があります。

北区東三方原町
130-5
6月15日

マックスバリュ
浜松三方原店
駐車場

地域
090-1982- JR浜松駅北口より徒歩約3
農林水産物
4756
分。
をPRする会

マックスバリュ浜松三方原店駐車場で家庭の不用品を販売するフリー
マーケットを開催します。出店者自身のアート・クラフト作品、地元農家
の直売も可能です。ゴミの減量や家庭の不用品の再活動の推進ととも
に、地域交流の場として開催されるフリーマーケットでもあります。
☆時間 9:30～14:00
※雨天中止
※出展ご希望の方は開催の3日前までに電話、Eメールでお申し込みく
ださい。（車の傍で販売可）
※出店料／1ブース：1,000円

浜松文化
フォーラム

JR浜松駅北口バスターミナル
090-922813番乗り場より、56番萩丘都
1823
田線乗車、「東三方」下車。
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旬の味・
採れたてバザール
（新川会場）

中区常盤町
6月22日

新川緑地
☆時間 9:00～11:30
（浜松郵便局西側 ※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
遠鉄高架下）
があります。

南区立野町97-1

マックスバリュ浜松立野店
6月22日
フリーマーケット

第1回
浜松クラフトフェア2014

6月28日
6月29日
6月30日

季節の野菜・果物・農林水産物など新鮮な品を販売します。

マックスバリュ
浜松立野店
駐車場

マックスバリュ浜松立野店駐車場で家庭の不用品を販売するフリーマー
ケットを開催します。出店者自身のアート・クラフト作品、地元農家の直
売も可能です。ゴミの減量や家庭の不用品の再活動の推進とともに、地
域交流の場として開催されるフリーマーケットでもあります。
☆時間 9:00～14:00
※雨天中止
※出展ご希望の方は開催の3日前までに浜松文化フォーラムへ電話、E
メールでお申し込みください。

地域農林
水産物を
PRする会

090-1982- JR浜松駅北口より徒歩約5
4756
分。

浜松文化
フォーラム

JR浜松駅北口バスターミナル
090-92288番乗り場より、掛塚さなる台
1823
線乗車、「立野」下車。

～アート・クラフト作品の展示・販売・実演・体験会～
関東、中部、近畿、四国、九州と広域から約50人のアーティスト、クラフト
作家が出展します。
会場には陶芸、木工、ガラス工芸、染織、アクセサリー、革工芸、鉄クラ
フト、銅細工、竹工芸、創作人形、洋服、帽子、ちりめん細工、ペーパー
中区砂山町320-1
クラフト、彫金、とんぼ玉、炭鉢盆栽など多彩なオリジナル作品が展示さ
VENT VISION 090-9228れ、実演や体験会もあります。１つ１つ丁寧に創られている作品には個
JR浜松駅北口徒歩1分
浜松市ギャラリー
（代表・村木）
1823
性があり、作家の想いや心が表現されています。作品を観ながら作家と
モール・ソラモ
の交流をお楽しみください。
☆時間
28日(土)11:00～17:00、29日(日)10:00～17:00、30日(月)10:00～16:00
※雨天決行

※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

2014年5月20日発行
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