2014年 浜松市 7月イベント情報
イベント名称

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」

かんざんじサンビーチ
地引網体験（貸切）

開催期間 住所：浜松市

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

5月～
10月31日

西区舘山寺町
かんざんじ温泉
サンビーチ

イベント内容
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！！

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～
※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）
浜名湖の貴重な生き物に触れられるエコ体験！
みんなでちからと呼吸を合わせて網を引く地引網、職場・組合・子供会な
どのアクティビティに人気です。とれた獲物はみんなで分けてお持ち帰
舘山寺温泉
り。
観光協会
開始時間はご相談に応じます。
※20名様以上貸切(1網料金) 30名様まで60,000円,50名様まで70,000円

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

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
053-487にて約50分、「銀行前」下車、
0152
徒歩約1分。
浜松西IC 県道65・48号経由で
約8km、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。

※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）
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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

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）

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。

案内人がホタルの生態や環境学習、育て方などを説明いたします。
季節前半は源氏ボタル・後半は平家ボタルが夜の庭園に舞い踊る、幻
想的な情景を堪能できます。

浜名湖
はたる鑑賞ガイドツアー

あじさい・ささゆり祭り

ブルーベリー狩り
「あおいとり」

舘山寺温泉
☆時間 一般ご参加者/20:00出発 宿泊のお客様/20:15出発
観光協会
西区舘山寺町195 ※集合場所 フラワーパーク浜名湖ゲート(動物園口)
5月30日～
※料金 大人500円 小中学生200円
NPO法人
7月13日
はままつ
※申し込み ご宿泊者は「舘山寺温泉の各旅館」、ご宿泊者以外「観光
浜名湖
フラワーパーク
協会」
舘山寺温泉
※ホタルの捕獲・、歩きタバコ・フラッシュ撮影・飲食しながらの歩行は禁 観光街づくり
止
協議会
※夜間は一部開園です。
※ホタルの発生は気候等に影響されます。おでかけ前にお問合せくださ
い。
北区引佐町奥山
5月31日～ 堂の上1736-1
7月6日
奥山高原

北区都田町前原
5月31日～ 7881-1
8月下旬
あおいとり

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。

ブルーベリーの実は、木から直接摘み取り体験ができます。
衛生的でおいしく体に良いブルーベリーの提供を心掛けております。
天候に左右されずに摘み取りができます。
また園内はバリアフリーなので、小さなお子様からご年配の方まで安心
してお楽しみ頂けます。
☆時間 9:00～17:30
※6.7.8月の開園期間は毎日営業
※料金 6月：小学生以上1200円・幼稚園児500円
7月・8月：小学生以上1000円・幼稚園児400円

奥山高原

（有）佐藤
農園

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」
行き約45分「動物園」下車徒
053-487歩1分。
0152
浜松西IC 東名浜松西ICより、
舘山寺温泉方面へ約15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。

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗り場より、都田口 テクノ
053-428行きにて約40分～50分。
7587
東名浜松西ICより約20分。
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平野美術館
神々への祈り

6月14日～
8月3日

中区元浜町166
平野美術館

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

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。

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
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
を南進。「福塚」交差点を左
折。

☆時間 10:00～17:00
※拝観料 大人500円・中高生300円・小学生200円

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

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～

浜松市天文台
親子天文教室②
「望遠鏡を作ろう」

6月22日～
8月20日

7月4日

中区松城町100-1
浜松市美術館

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。
☆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
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

紙筒とレンズを使って、親子で手作り望遠鏡を作ります。出来上がったら
南区福島町242-1
本物の星空を見てみましょう。火星や土星がみえるかな。
浜松市天文台

☆時間 19:00～21:00
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リモコンマシン・
アイディアバトル
ビギナー大会

平成２６年度
まちなかコンサート
プロムナードコンサート

7月5日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区砂山町
7月5日
7月12日

キタラ

講座参加者によるﾋﾞｷﾞﾅｰ大会。製作したキャタピラ走行のマシンで、ジ
グザグ走行や坂道走行、風船割りなどをして、タイムを競います。よい記
録が出るように、みんなで応援しよう。
☆時間 9:40～12:30
※会場 浜松科学館1Fホール
※当日直接会場へお越しください。
※協力 浜松ロータリークラブ
浜松駅前北口キタラにおいて、まちなかコンサートが行われます。
7月5日 浜松工業高校・ヤマハマスターズバンド・ハンドレットドアーズ
7月12日 泉小学校・飯田小学校・浜松ワイルドウィンズ
ドルチェウインドオーケストラ
※会場

川合渕まつり

7月5日

北区引佐町
西久留米木
川合渕公園

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。

(公財）
浜松市
文化振興財
団

JR浜松駅北口。
053-451東名浜松西ICもしくは浜松IC
1151
より車で約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「渋川」行き70分、
053-522- 「おそ渕」下車、徒歩20分。
4720 新東名浜松いなさICより県
道47号、県道299号経由で
約15分。

YUKATA
フェスタ
はままつ
実行委員会
事務局

JR浜松駅北口、徒歩1分。
053-461東名浜松西ICもしくは浜松IC
0429
より車で約20分。

JR浜松駅北口キタラ

大蛇伝説にちなんだまつり。大蛇踊りを披露。
引佐町久留女木（くるめき）地区に伝わる「大蛇伝説」にちなんだ
まつりです。地元若衆が操る全長12mの大蛇が、娘役に先導さ
れながら川を渡ります。また、若衆や地元の子供たちによる「大
蛇踊り」も披露されます。
☆時間 15:00～17:00

中区砂山町320-2

第10回
7月5日～
YUKATAフェスタはままつ 7月6日

いなさほおずき市

7月5日～
7月6日

ゆかたを着て出かけよう！
縁日屋台、飲食屋台、ゆかた関連商品の販売、家康くんもくるよ！

☆時間
ソラモ
5日 10:00～20:00 ダンス、郡上踊り保存会と市民の盆踊り、他
（浜松市ギャラリー
6日 10:00～17:00 ゆかたdeサンバ！、ワールドゆかたおしゃれコンテス
モール）
ト、他
※同時開催 注染・ゆかた・和装展

浜松市北区
引佐町田畑193

引佐町は全国有数のホウズキの産地です。枝物や鉢物は浅草のほうず
き市にも出荷されています。夏の風物詩、色鮮やかなほおずきの展示
即売で鉢物、枝物、実が販売されます。北区女性団体「きたっこ」によ
る、かわいらしいほおずき人形の実演・展示販売、奥浜名湖の物産展も
有ります。

竜ヶ岩洞
☆時間 9:00～17:00
※無料（竜ヶ岩洞入洞料は別途）

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
15番「奥山」行き50分、「竜ヶ岩
洞入口」下車、徒歩5分。
053-522- 東名浜松西ICより国道257経
4720
由30分。または東名三ヶ日IC
より国道362経由、引佐方面へ
30分。新東名浜松いなさICより
10分。
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浜松科学館
サイエンスショー
「空気のひみつ」

浜松市天文台
星空観望会

7月5日
7月6日
7月12日
7月13日

7月5日
7月12日
7月19日
7月26日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

私たちの身のまわりにある空気。実はとっても力もち！
空気のパワーを体験しよう！
☆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。

火星や土星などの惑星、春から夏の星座等をご案内します。登りはじめ
た織姫と彦星も見えるかもしれません、天文台の望遠鏡で観望しましょ
南区福島町242-1 う。どなたでもご参加いただけます。直接、天文台へお越しください。
浜松市天文台

☆時間 19:00～20:50

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
を南進。「福塚」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
を南進。「福塚」交差点を左
折。

浜松市役所
企画調整部
広聴広報課

JR浜松駅北口バスターミナル
053-457- 13番乗り場より乗車、「浜松城
2021
公園」にて下車。
JR浜松駅よりタクシー10分。

※天候不順の場合は、中止します。

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

7月6日
7月27日

南区福島町242-1
浜松市天文台

浜松市天文台の太陽望遠鏡で安全に太陽を見たり、望遠鏡で昼間に見
える星を観望したりしましょう。
☆時間 14:00～16:00
※参加無料です。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。

家康くんは、毎週日曜日に浜松城公園を散策してご来城の皆さんをお
出迎え。
この7月で一年を迎えることから浜松城で記念イベントを開催！
家康くんが浜松城でお待ちしております。
皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひ浜松城にお出かけください！！

出世大名家康くん
浜松城散策一周年記念

中区元城町100-2
7月6日
浜松城公園

☆時間 10:00～15:00
※記念式典・家康楽市太鼓武将隊の演奏
※スーパーボールすくいや輪投げなどの縁日屋台・三ヶ日高等学校の
生徒が考案した「いそぶた焼」などの飲食屋台・家康くんのお友達キャラ
クターも登場
※雨天時は元城小学校体育館で開催します。
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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

かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

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。
7月11日
7月25日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区蜆塚4-22-1
7月12日
浜松市博物館

☆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。
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。

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。

☆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」
※無料

浜松科学館
見えない放射線を
見てみよう!

7月12日
7月13日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

放射線って何だろう？目に見えないので、どんなものかよくわからな
い??
それでは、放射線の飛んだあとが観察できる簡単なキットを組み立て
て、実際に観察してみましょう！

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 10:00～15:30
※会場 浜松科学館 常設展2階 イベント広場
※共催 中部原子力懇談会
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2014はまなこ夏フェスタ

7月12日
7月13日
7月19日
7月20日

西区舞阪町弁天
島
３７７５－２
弁天島海浜公園

遊ぼう浜名湖弁天島 参加しよう弁天島 海のフェスタ！！
★ 第１部 砂の造形大会
【メインテーマ】 「新たな始まり、はまなこ」
【サブテーマ】
「海/浜名湖」
☆時間 12日（土）・13（日） 2日間とも9:00～15:00
★ 第２部 いかだレース大会
☆時間 19日（土） 前夜祭 15:00～20:00 レース参加チームPR合戦！
プレライブ 今切太鼓／レースガイダンス
はまなこ海のおはやし／中日はまなこクイズ大会
県立浜松西高吹奏楽団演奏
アイス！アイス！アイス！ 氷工房にはし
20（日） 9:00～16:00

はまなこ
夏フェスタ
実行委員会

053-592JR弁天島駅から徒歩3分
0759

ペットボトルロケットで楽しもう！ロケットの仕組みを学んだうえで、ペット
ボトルロケットを作って飛ばします。

浜松市天文台
親子天文教室③
「ペットボトルロケットを
作って飛ばそう」

7月13日

南区福島町242-1
五島協働センター ☆時間 13:00～15:30
※対象：小学生とその保護者
南区西島町1148- ※持ち物：炭酸飲料用1.5リットルのペットボトル3本、ホチキス、油性マ
1
ジック
浜松市立
※暑さ対策のため、飲み物、帽子
南の星小学校
※天候不順の場合 7月20日に実施します。
※300円(材料費)、定員20名(児童数)
※6月28日(土)午後2時から電話でお申込みください。

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」下車にて、徒歩2
053-425分。
9158
東名浜松ICより、国道一号線
を南進。「福塚」交差点を左
折。
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遠州大念仏

7月15日

｢遠州大念仏｣は、遠州地方の郷土芸能のひとつで、初盆を迎えた家か
ら依頼されますと、その家を訪れて庭先で大念仏を演じます。大念仏の
団体は、必ずその家の手前で隊列を組み、統率責任者の頭先（かしらさ
き）の提灯を先頭にして、笛・太鼓・鉦（かね）の音に合わせて行進しま
す。笛・太鼓・鉦（かね）・歌い手、そのほかもろもろの役を含めると30人
を越す団体となります。大念仏の一行が初盆の庭先に入ると、太鼓を中
心にして、その両側に双盤（そうばん）を置いて、音頭取りに合せて念仏
やうたまくらを唱和します。そして、太鼓を勇ましく踊るようにして打ち鳴
らし、初盆の家の供養を行います。
中区鹿谷町25-10 江戸時代のもっとも盛んな時には、約280の村々で大念仏が行われて
いました。現在、約70の組が遠州大念仏保存会に所属し活動していま
犀ヶ崖
す。また、現在も犀ヶ崖では、毎年7月15日に三方原合戦の死者の供養
として、遠州大念仏が行われています。

大念仏
事務局
（平野宅）

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」
053-588- 行き乗車約15分、「浜松北高」
7462
下車、徒歩2分。
または、15番乗り場より全ての
バス「犀ヶ崖」下車。

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）

細江神社

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より「気賀・三ヶ日」
053-522- 行きにて約50分、「国民宿舎
1857
入口」下車、徒歩約1分。
新東名浜松いなさICより約20
分。

☆時間 18:30～21:00頃
大念仏 ①19：00頃～ ②20：00頃～（各30分）
盆踊り ①18：30頃～ ②19：30頃～（各30分）
※大雨の場合は中止になることもございます。
※駐車場はございません。公共交通をご利用ください。
※無料

舞阪漁港えんばい朝市

7月19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。
※次回8月30日(土) 開催予定

細江神社祇園祭

7月19日～
7月20日

浜松市北区
細江町気賀996

奥浜名湖、細江町気賀に鎮座する「細江神社」は全国でもめずらしい地
震の神様です。約500年前(1498)に起きた地震の津波で浜名湖口にあっ
たご神体が流され、漂着したという故事にならって、ご神体が船に乗せ
られ浜名湖上を渡御するという夏らしい祭り「祇園まつり」が行われてい
ます。

19日（土）
細江神社とその周
祇園まつり ☆時間 10：00～16：00
辺
ゆかた祭り ☆時間 18：00～21：00
20日（日）
浜名湖上渡御 ☆時間 13：00～20：00
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浜松科学館
ミクロ観察カウンター

浜松科学館
ミニ実験

7月19日
7月20日
7月26日
7月27日

7月19日
7月20日
7月26日
7月27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

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。

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。

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。

テーマ展
「みんなでGO！！
はまはく鉄道博」

7月19日～
8月24日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

平成26年は東海道新幹線が開通し50周年、遠州鉄道奥山線が廃線と
なって50年の節目の年にあたります。今回、浜松に関わる東海道新幹
線や奥山線の資料をＪＲ東海、遠州鉄道、個人の収集家の協力を得て
展示会を開催します。
☆時間 9:00～17:00
※場所 特別展示室・講座室
※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
科学館に忍者屋敷登場。
家康くんの指令で曲者に奪われた宝を探します。

浜松科学館特別展
出世大名家康くんの
お宝を取り返せ！！
不思議体験！忍者屋敷

中区北寺島町
7月19日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

☆時間
※会場

9:00～17:00（最終入場16:30まで）
浜松科学館1Ｆ特設会場

※前売り券 大人800円 4才～小・中・高校生400円
当日券
大人900円 4才～小・中・高校生500円
前売り券は市内プレイガイド・浜松科学館にて販売：6/21（土）～
7/18(金）
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「食虫植物」は、葉や茎などで虫を捕まえ、消化・吸収するおもしろい植
西区舘山寺町195 物です。ウツボカズラ、モウセンゴケ、ハエトリソウなどを、解説パネルと
食虫植物コーナー
7月19日～
ともに紹介します。
はままつ
（はままつフラワーパーク） 8月31日
フラワーパーク
☆時間 9：00～17：00
※入園料無料

気軽に水遊びができる深さ約20cmの池が登場。涼しげなスプリンクラー
西区舘山寺町195 も設置します。

こども水遊び広場
7月19日～
はままつ
（はままつフラワーパーク） 8月31日
フラワーパーク

アサガオ展
7月20日
（はままつフラワーパーク） 7月21日

浜松科学館
クイズ☆プラネDEドン！
2014

☆時間 9：00～17：00
※タオル、着替えなどをお持ち下さい。
※入園料無料

色鮮やかな大輪アサガオのツルを切り込み、盆養風に仕立てた「名古
西区舘山寺町195
屋アサガオ」を展示します。
はままつ
フラワーパーク

中区北寺島町
7月20日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

☆時間 9：00～12：00
※入園料無料

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。

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。

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。

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。

毎年、夏恒例の「クイズ☆プラネＤＥドン！」は、今年で９年目！
宇宙や天体について、クイズ形式で楽しくお話しします。
クイズに答えるうちに…星空のこと、もっと知りたくなりますよ☆
☆時間 13：00～13：40（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）
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プラネタリウム
「ポケットモンスター
ＸＹ 宇宙の破片」

中区北寺島町
7月20日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

PAXA（Pokémon Aerospace eXploration Agency）に訪れたサトシたち。
ここは宇宙の研究・開発を行う機関として、日々さまざまな活動を行って
いる。PAXA に所属する宇宙飛行士のおねえさんから、宇宙の素晴らし
さ、宇宙に存在するポケモンたちの可能性の話を聞き、サトシたちは大
興奮！一方で、“宇宙のゴミ”と呼ばれる「スペースデブリ」の問題によっ
て、とても危険な状況にあるという話を聞いていると、突然サイレンが鳴
り響いた！なんと、PAXAを乗っ取って自分達の基地にしようとロケット
団が悪だくみをし、この施設内に潜入したようだ！これは大変だ！そん
な中、人工衛星をコントロールするシステムにトラブルが発生！このまま
では、人工衛星と巨大なデブリがぶつかって、さらにスペースデブリが増
えてしまう恐れが…。スペースデブリがこれ以上この星の宇宙を埋め尽 浜松科学館
くしてしまうと、人類は永遠に宇宙への道を閉ざされ、二度と宇宙へ行け
なくなってしまう・・・そうなったら、宇宙にいるポケモンたちにも会いに行
けなくなっちゃう！？この星・・・いや、宇宙の大ピンチにサトシ達が取っ
た行動は…！？

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・夏休み・冬休み・春休み ①11:00～11:40 ②15:00～15:40
※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）

浜松科学館
つくり隊！あそび隊！！
7月21日
「スルスル上がるおもちゃ
をつくろう☆」

ひまわり祭

7月26日
7月27日

摩擦の力を利用して、スルスル上がるおもちゃをつくろう！
中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間 ①10:00～12:00②13:00～15:30（先着各50名）
※会場 常設展2階 イベント広場
※対象 子ども(団体でのご参加はご遠慮願います。)
※当日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- ※自家用駐車場はございませ
0178
ん。

遊休地を利用した会場には、約30万本のひまわりが咲きます。
ひまわり迷路・青空ライブ・かき氷、各種飲食・ワークショップ・アレンジメ
西区庄和町137-3
JR浜松駅北口バスターミナル
ント体験・じゃんけん大会・各種ゲームなど、お友達同士、親子で、カップ
付近
1番乗り場より、「舘山寺温泉・
ルで楽しめるイベント開催。
ひまわり2525 080-9171村櫛」行きにて約60「協和口下
見頃は、開花から10日ほど！旬をお見逃しなく！
プロジェクト
3873
（サークルＫ庄和
車」下車。
町店近隣）
東名浜松西ICより、20分。
☆時間 9：00～16:00
※駐車料金 300円 ※入場無料

11

2014年 浜松市 7月イベント情報
今年の夏も新幹線と過ごそう！東海道新幹線に親しんでいただくイベン
トです！

7月26日

新幹線なるほど発見デー 7月27日

①新規のイベント
・ドクターイエロー車内見学★ （特別公開）
・線路の歪みを直すマルチプルタイタンパーや架線の点検等に使用する
高所作業車を使った実演・展示
②その他のイベント
・運転台見学★（Ｎ７００Ａ、Ｎ７００系、７００系）、
・保守用車両等の展示（延線車、クレーン車、バラスト整理車、衛星通信
車）、
中区南伊場町1-1 ・車体上げ・載せ作業実演（Ｎ７００系）
・小学生車掌体験★
JR東海 浜松工場 ・教えて！運転士さん
・新幹線車両展示（ドクターイエロー、Ｎ７００Ａ、Ｎ７００系、７００系）
・こども制服記念撮影
・リニア・鉄道館とのタイアップ企画
※このほかにも多くのイベントを用意しています。詳細はHPをご覧くださ
い。
★印は事前のお申し込みが必要となります。お申し込み多数の場合は
抽選となります。

JR東海
テレフォン
センター

北口より、臨時無料シャトルバ
スが運行します。
または浜松駅北口、5番乗り場
050-3772乗車、「伊場遺跡入口」又は
3910
「JR浜松工場」下車。
※駐車場はございません。
公共交通をご利用ください。

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」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。

☆時間 10：00～15：00（最終入場受付時間 14：30）
※入場無料
※雨天開催。ただし、悪天候等の場合は中止になることもあります。

理科自由研究の相談

7月26日
7月27日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

浜松市博物館
｢夏休みむかし体験館｣

7月26日～
8月24日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

理科自由研究の進め方・まとめ方、実験・観察の具体的な方法や器具
の使い方を小中学生の先生がアドバイスします。
☆時間 ①10:00～12:00 ②13:00～15:00
※会場 浜松科学館1F 実験室
※当日直接会場へお越しください。（対象：小学生・中学生）
※協力 浜松市教育研究会理科研究部
夏休み期間中、博物館でまが玉作りなどのむかしの文化や歴史に触れ
られる体験ができます。
※会場 展示室・講座室 ※期間中は休館日なし
※対象 どなたでも
※申し込み 不要
※費用 無料（高校生以上は博物館の観覧料が必要です。）
※オリジナルまが玉づくり他、実費が必要な体験もあります。
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西区舘山寺町195 子どもたちに人気の正解のカブトムシやクワガタを展示します。
カブトムシ・
7月26日～
クワガタワールド
8月31日
はままつ
☆時間 9：00～17：00
（はままつフラワーパーク）
フラワーパーク
※入園料無料

水窪翁川
ヤマメつかみ取り大会

7月27日

天竜区水窪町
西浦地区
翁川

第８回こども
まんようまつり
（万葉の森公園）

7月27日

水窪の翁川の渓流をそのまま利用し、特設会場に約3,000匹のやまめを
放流して開催します。素手によるつかみ取り(軍手OK)です。会場内には
カレー、フランクフルト、飲み物等のバザーがあります。
※時間 当日10時受付開始 12時～14時
※料金 1,500円(高校生以上) 500円(小中学生)

万葉と聞くと難しいイメージで考えられがちですが、万葉文化に親しみ、
そして楽しむことができる様々なイベントを夏休みのこどもたちを対象に
開催します。当日は、一日、万葉の森公園で楽しむことができます。クイ
浜北区平口5051- ズ大会やウリ割り大会では、参加者全員に賞品があります。
1
ジェラートアイス（竜ヶ岩洞マテリア100個）・鈴虫（50名）・浜北のかざぐ
るま（100本）など無料配布もあります。また、手作りシロップなどを使っ
万葉の森公園
たかき氷などの販売をします。

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。

水窪
観光協会
(天竜商工会
水窪支所内)

JR豊橋駅よりJR飯田線水窪
駅で下車、バス30分 タクシー
053-987- 20分。
0432
新東名浜松浜北ICより国道
152号線草木トンネル手前に
臨時駐車場あり。

万葉の森
公園

JR浜松駅より、遠州鉄道「新
浜松」より「小松」または「浜
北」駅から、タクシーで約10
053-586分。（4km）
8700
新東名浜松浜北ICより約10
分。

※時間 10:00～15:00
※入場料無料

浜名湖一の温泉街、舘山寺温泉で開催される花火大会です。

浜名湖かんざんじ温泉
灯篭流し花火大会

7月27日

西区舘山寺町
浜名湖 内浦湾

願い事を書いた数千の灯篭と水面に映るスターマインの競演が夏の夜
を彩り、大草山に反響する音も大迫力。灯篭供養席では灯篭流しにご参
加、花火もゆったり鑑賞いただけます。花火前には遊園地パルパルで
舘山寺温泉
遊んだりサンビーチで泳いだり、天然温泉も楽しめます。
観光協会

ベイストリート
☆時間 19：30～（灯篭流し） 19：45～21：00（花火）
※灯篭供養席 大人1,500円、小人(3才以上)1,000円
※小雨決行、荒天の場合は順延になります。

JR浜松駅北口バスターミナル
1番乗り場より、舘山寺線乗車
約45分。
東名浜松西ICより、県道65・48
号経由で約8km、車で約20
053-487分。
0152
※公共・民営の駐車場もござ
いますが、台数に限りがござ
います。公共交通機関のご利
用をお勧め致します。
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7月の旬の味 採れたてバザール・フリーマーケット情報
イベント名称

マックスバリュ細江店
フリーマーケット

旬の味・
採れたてバザール
（ソラモ会場）

開催期間 住所：浜松市

北区細江町中川
5819-1

イベント内容
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。

7月6日
マックスバリュ
細江店駐車場

☆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

問合せ先
名称

問合せ☎

アクセス方法

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。

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。
7月10日
7月24日

県営遠州灘海浜公園
7月13日
リサイクルフリーマーケット 7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。

南区江之島町
字白鳥山1706
県営
遠州灘海浜公園

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。
☆時間 10:00～14:00
※雨天中止・駐車場無料

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

浜松文化
フォーラム

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。
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第21回はままつバザール 7月19日
7月20日
2014

浜松駅北口、ソラモ（浜松市ギャラリーモール）で第21回はままつバザー
ル2014を開催します。
会場にはお茶や椎茸、野菜や果物などの農産品と水産品（鰻・しらす干
し・海藻・のり）、特産飲食（鮎塩焼・緑茶入り大判焼き・遠州お好み焼）、
中区砂山町320-2 和洋菓子などと、陶芸、木工、ガラス工芸、染織、革工芸、つるクラフト、
アクセサリー、布小物などの工芸品が並びます。
JR浜松駅北口、徒歩1分。
文化振興 090-9228ソラモ
楽しさと元気と笑顔に会いに、ぜひお出かけください。
東名浜松西ICもしくは浜松IC
プロジェクト
1823
（浜松市
より車で約20分。
ギャラリーモール） ※雨天決行（会場は大屋根下）
☆時間
19日（土）11:00～17:00
20日（日）10:00～16:00

マックスバリュ
浜松三方原店
フリーマーケット

北区東三方原町
130-5
7月20日

マックスバリュ
浜松三方原店
駐車場

南区立野町97-1

マックスバリュ浜松立野店
7月27日
フリーマーケット

マックスバリュ
浜松立野店
駐車場

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 9:00～14:00
※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

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。

※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。

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。

浜松市観光インフォメーションセンター

2014年6月20日発行

15

