2014年 浜松市 8月イベント情報
イベント名称

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
8月31日
浜松科学館

5月1日～
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

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。

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

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。

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。

※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）

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）
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ブルーベリー狩り
「あおいとり」

平野美術館
神々への祈り

北区都田町前原
5月31日～ 7881-1
8月下旬
あおいとり

6月14日～
8月3日

中区元浜町166
平野美術館

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。

（有）佐藤
農園

☆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

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。

☆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～

6月22日～
8月20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

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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自然体験
竜ヶ岩洞あゆ狩り園

テーマ展
「みんなでGO！！
はまはく鉄道博」

7月19日～
8月31日

7月19日～
8月24日

北区引佐町田畑
19-2

大人も子供も楽しめます。
自然の中で味わうあゆは、最高に美味しく何匹でも食べられます。
神宮寺川に面した川床施設でバーベキューもできます。

竜ヶ岩洞あゆ狩り ☆時間 9:30～16:00
園
※料金 あゆ狩り園入場料 あゆの塩焼き1匹付きで3才以上500円
追加で焼きあゆをお召し上がりいただけます（1匹500円）

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

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
竜ヶ岩洞食堂 053-543- 約50分、「竜ヶ岩洞入口」
「ふるさと」
1155
下車、徒歩約5分。
新東名浜松いなさ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
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。

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。

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

はままつフラワーパーク
こども水遊び広場

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）

芝生の広場に、気軽に水遊びができる深さ約20cmの池が登場。涼しげ
なスプリンクラーも設置します。
西区舘山寺町195
ちびっ子が楽しめる！！深さ20㎝位、8m×10mの水遊びコーナー登場。

7月19日～
8月31日
はままつ
フラワーパーク

☆時間 9：00～17：00
※タオル、着替えなどをお持ち下さい。
※場所 ウェルカムガーデン前広場
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はままつフラワーパーク
食虫植物コーナー

浜松科学館
クイズ☆プラネDEドン！
2014

プラネタリウム
「ポケットモンスター
ＸＹ 宇宙の破片」

「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
7月19日～
ともに紹介します。
8月31日
はままつ
フラワーパーク
☆時間 9：00～17：00
※場所 大温室クリスタルパレス

中区北寺島町
7月20日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

中区北寺島町
7月20日～ 256-3
8月31日
浜松科学館

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）
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）
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浜松市博物館
｢夏休みむかし体験館｣

浜名湖ガーデンパーク
サマーフェスタ 2014

はままつフラワーパーク
カブトムシ・
クワガタワールド

7月26日～
8月24日

7月26日～
8月24日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

西区村櫛町
5475-1
浜名湖
ガーデンパーク

水遊び広場・体験学習館を中心に、夏休みを満喫できる楽しいイベント
いっぱいです！
氷ほじほじスーパーボール(7/26,8/9)
ペットボトルロケット工作教室（8/14,8/15）
ゴム鉄砲射的大会(8/16)
夏休み工作＆体験教室 など

7月26日～
8月31日
はままつ
フラワーパーク

8月1日～
8月2日

浜松市
中心商店街

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。

浜名湖
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、舘山寺経由にて約
053-48860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。

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。

この他にも、様々なイベントを開催いたします。
都合により、イベントの内容が変更になる場合もございます。
☆開園時間 8:30～18:00 入園料・駐車料：無料

自分の手でカブトムシやクワガタにさわって遊べます。
西区舘山寺町195
子どもたちに人気の世界のカブトムシやクワガタを展示します。

中区鍛冶町

第62回
七夕夏祭り

夏休み期間中、博物館でまが玉作り・手作り万華鏡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。その他クイズラリー・鉄道ペー
パークラフトなど行います。
※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
※（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。

☆時間 9：00～17：00
※場所 メインエントランス内レストラン横

まちなかのお店で「七夕おもてなし」を見つけよう！
浜松市内で開催される真夏の恒例となる一大イベント。
ゆかたｄｅじゃんけん大会・盆踊り、奉納手筒花火・神走り！三方ヶ原の
陣パワーランニング！・徳川家康団クイズラリー等行われます。
※会場 浜松市中心商店街（モール街・鍛冶町通り・肴街・有楽街・ゆり
の木通り など）五社神社・諏訪神社
※詳細はフェイスブック、イベントチラシをご覧下さい。

七夕夏祭り
実行委員会

053-452JR浜松駅北口より徒歩約5
1114
分。
（平日）
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浜松科学館
ミニ実験

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

8月1日
中区北寺島町
8月4日～
256-3
8日
8月25日～
浜松科学館
29日

8月1日
中区北寺島町
8月4日～
256-3
8日
8月25日～
浜松科学館
29日

浜北区貴布祢
291-1

市民ミュージアム浜北
夏休みのもよおし

浜名湖パルパル
花火ナイト

8月1日～
8月31日

8月1日～
31日

ミニ実験では、家庭などにある身近なものを使い、5分程度でできる簡単
な実験を紹介します。実験をとおして、科学の原理をわかりやすく説明し
ます。

浜名湖パルパル

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。

☆時間 ①11：30～11：50②14：30～14：50
※場所 常設展2階エレクトロニクスのコーナー

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 ①13：30～13：50②15：30～15：50
※場所 常設展1階ミクロ観察カウンター

「はたおり」や「浜北の風車つくり」、土器や弓矢を使った古代人体験や
紙製甲冑試着等

市民ミュージアム
☆時間 9：00～16：30
浜北（浜北文化
※当日、直接会場へ 月曜日および8月22日は休館
センター1階）

西区舘山寺町
1891

浜松科学館

8月は毎夜、ナイター営業＆打ち上げ花火
150発の花火が湖上に咲く！
今年の夏はパルパル＆オルゴールミュージアムのナイトイベントも
開催！
☆時間 20：00～20：05
※強風・荒天候寺は中止になる場合がございます。

市民
ミュージアム
浜北

浜名湖
パルパル

新浜松駅より遠州鉄道にて浜
053-586北駅下車、徒歩5分。
7310
東名浜松ICより約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行きにて約45分、「浜名湖
2121
パルパル」下車。
東名浜松西ICより約15分。
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浜名湖遊覧船
サンセットクルーズ

浜名湖遊覧船
夏休み花火クルーズ

水窪七夕祭と
みさくぼじゃがた祭り

8月1日～
31日

8月1日～
31日

8月2日

西区舘山寺町
2226-1
浜名湖遊覧船
舘山寺港

西区舘山寺町
2226-1
浜名湖遊覧船
舘山寺港

天竜区水窪町
奥領家

浜名湖の美しい夕景と夕日に照らされくれないに染まる湖面に夏の爽
やかな風を感じながらゆっくりとクルーズを楽しめる特別運航です。

JR浜松駅北口バスターミナル
浜名湖
1番乗り場より、舘山寺温泉行
053-487☆時間 フラワーパーク港18：00出港、かんざんじ港18：05出港（30分湖
遊覧船
き乗車、「動物園前」下車す
0228
上遊覧）
予約センター
ぐ。
※料金 大人1,000円 小人・幼児500円
東名浜松西ICより約20分。
※雨天、荒天候等の場合は欠航となります。

ゆったりと約40分間の浜名湖夕涼みクルーズ
クライマックスは・・夏の夜空を彩るパルパルの打ち上げ
花火を湖上から間近で観賞できます。
☆時間
かんざんじ港 19:30発→20:10帰港
フラワーパーク港 19:35→20:20帰港
※料金 大人1名様1000円 小人・幼児500円
※予約制（お電話にてご予約下さい。受付時間9:00～17:00）
※花火打ち上げ中止日、または荒天候の場合は欠航となります。
水窪商店街を舞台に、じゃがいもをメインにした物産展を開催します。
イベントは、じゃがいものB1グランプリ（順位は決めません）水窪は「水
窪じゃがた」と呼ばれるじゃがいもの在来種が有名です。その他、大抽
選会（一等は北海道ペア旅行）、飲食バザー（コロッケ・ポテトチップス・
串いも・焼き鳥・たこ焼き・地ビール・ワイン等）も予定しております。商店
街の通りは七夕の飾りがしてあります。

水窪商店街

JR浜松駅北口バスターミナル
浜名湖
1番乗り場より、舘山寺温泉行
053-487遊覧船
き乗車、「動物園前」下車す
0228
予約センター
ぐ。
東名浜松西ICより約20分。

NPOこいね
水窪・小畑
振興会
大里商栄会

JR浜松駅より東海道線豊橋駅
から飯田線水窪駅下車徒歩10
053-987- 分。
0575
浜松浜北ICより旧天竜経由・
国道152号線で水窪町内に臨
時駐車場あり。

浜松市
天文台

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
053-42560分、「浜名湖ガーデンパー
9158
ク」下車。
東名浜松西ICより約25分。

☆時間 11：00～21：00
じゃがいもB1グランプリ 11：00～16：00
七夕祭り 17：00～21：00

西区村櫛町
5475-1

スターウィーク2014
in はままつ

8月2日

浜名湖
ガーデンパーク
緑地広場

広場に望遠鏡をたくさん並べて夏の星空を楽しむ星のお祭りです。
☆時間 19：00～22：00
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浜松科学館
ボランティアコンテナ

8月２日
～３日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

とびうお杯
第29回
全国少年少女
水泳競技大会

西区篠原町
23982-1
8月2日
～3日

浜松市
総合水泳場
ToBiO(トビオ)

北区三ヶ日町

三ヶ日花火大会

8月3日
猪鼻湖上

浜松科学館のサイエンスボランティアによる自主企画！楽しい工作・
実験が体験できます。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※自家用駐車場はございませ
0178
ん。

中日新聞
東海本社
事業部

JR浜松駅北口バスターミナル
4番乗り場より浜松市総合水
泳場行き、約30分終点下車。
053-421- 又はJR高塚駅よりタクシー10
6217
分。
東名浜松西インターより県道
65号、国道1号経由坪井町交
差点より300m先左折。

三ヶ日
花火大会
実行委員会

天竜浜名湖鉄道三ヶ日駅より
053-524- 徒歩15分。
1121
東名三ヶ日ICから、国道362号
線経由で10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 ①10：00～12：30 ②13：30～16：30
※会場 1階実験室、2階イベントひろば、他

浜松市出身で「フジヤマのトビウオ」の名で知られた故・古橋廣之進氏に
ちなんでつくられた大会です。出場者の中にはオリンピックでメダルを獲
得したアスリートが数多く存在します。世界へと続く登竜門となる、小学
生の大会です。
☆時間 2日 9:00開会式 9:45競技開始
3日 9:00競技開始 16:30閉会式(予定)
浜名湖の支湖である猪鼻湖上に数千発の花火が競うように打ち上げら
れ、夏の夜空を彩ります。クライマックスを飾る湖上スターマインは、穏
やかな湖面に煌びやかに映え、見事です。手筒花火も開催されます。
☆時間 19：15～
※観覧席 三ヶ日中学校運動場
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。

浜松市天文台
太陽・昼間の星観望会

南区福島町242-1
8月3日
浜松市天文台

※申込不要、参加費無料、どなたでもご参加いただけます。
※時間内でしたらお好きな時刻に直接、天文台屋上にお越しください。
※天候不順の場合は中止します。
☆時間 14：00～16：00
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選手とふれあうチャンス！！走路内及びステージイベント他、縁日コー
ナー（有料）、グッズコーナー、などでお楽しみ下さい。フィナーレは選手
によるもちまきがあります。

浜松オート フェスタ2014
ファン感謝祭

8月3日

中区和合町
936-19
浜松オート

☆時間 12:00～14:00 (11:50東入場門開門)
【走路内イベント】
模擬レース、スタート練習観戦、オートレースサファリ体験、他
【ステージイベント】
マグロ解体ショー＆マグロ振る舞い、うなぎつかみ取り体験、地元アイド
ル「H＆A」「舞香」ライブ

浜松オート

JR浜松駅北口バスターミナル
16番乗り場より「和合西山線」
053-47115分「オートレース場」下車。
0311
東名浜松西インターより
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
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
アクトシティ
音楽院

053-451JR浜松駅北口より、徒歩5分。
1150

浜松バル実
行委員会

053-459- JR浜松駅北口より徒歩約5
4320
分。

※入場無料

博物館の職員が、夏休みの自由研究の相談にのります。

浜松市博物館
8月3日
自由研究に活かせる展示 8月17日
8月24日
ガイドツアー

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

☆時間 10:30～11:30 大昔（縄文～古墳時代）のくらし
13:30～14:30 昔（大正・昭和時代）のくらし
※定員なし
※対象 小学校3年～中学3年まで

第20回浜松国際管楽器
アカデミー＆フェスティバ
ル
オープニングコンサート

中区板屋町111-1

第20回浜松国際管楽器アカデミー＆フェスティバル（8/5～9）の教授陣
によるオープニングコンサートを開催します。

第9回浜松バル
～ほろ酔い祭り～

8月4日

8月5日
～7日

アクトシティ
中ホール

浜松市中区
まちなか界隈

☆時間 18：30～
※料金 一般4,000円、高校生以下2,000円

浜松の夜を楽しもう！恒例となった浜松バル～ほろ酔い祭りも今回で第
9回を迎えます。今回からの新規参加店も多数登場！サプライズイベン
トもあります。
ぜひ飲んで、食べて、まち歩きを！
☆受付時間 17：00～20：00
※前売券 2,500円（7/5～8/4まで）
※前売券販売場所 伊東商店、松作商店、メルカート間渕、アオヤマス
ポーツ、シネマイーラ、他
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南区大塚町
1876-1

みどりの夏まつり

8月7日
みどり～な
（飯田公園内）

浜松科学館
中部ガス
Cosmos Special
金曜日のナイト・プラネ

☆時間 10：00～16：00
※雨天順延 8月8日（順延の場合、開催されないイベントもあります。）
※入場無料(一部イベントで有料のものも有ります。)

みどり～な
(浜松市
緑化推進
センター）

JR浜松駅北口バスターミナル
6番乗り場より大塚ひとみヶ丘
線北寺島・大塚方面、または8
053-426番乗り場より鶴見富塚じゅん
2300
かん線鶴見行きにて「緑化推
進センター」下車、徒歩3分。
東名浜松ICより約6km。

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
佐久間
観光協会

JR飯田線豊橋駅より飯田線に
て中部天竜駅下車、徒歩約10
053-965分。
1651
新東名浜松浜北ICより、R152
～R473経由で約50分。

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。
8月8日
8月22日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

天竜区佐久間町
中部

中部まつり
地割れ花火大会

夏休みのこどもたちを対象にみどりに触れ合っていただくため、スイカ割
り大会、ミニ鉄道乗車会、農作物の朝市などの様々なイベントを行いま
す。

8月9日

佐久間高校横、
上島キャンプ場
周辺

☆時間 18:30会場19:00開演19:50終演予定
※会場 浜松科学館３Ｆ プラネタリウム「ときめきら」
※先着 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。

体を揺さぶられるような衝撃波を体感できる連続100発の地割れ花火は
全国的にも珍しい花火です。
地上に縦一列に約100個の花火玉を並べ、連続的に破裂させ、その扇
形が徐々に大きくなって行きます。その破裂音が周囲の山々に反響し、
その衝撃波たるや体を丸ごと揺さぶられるような感覚です。まさに、ここ
でなければ体感できない感動の花火です。
☆時間 19：30～20：10
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生産者と消費者をつなぐ！地域活性化プロジェクトです！最盛期を迎え
るブルーベリーをジャムに加工します。加工の後は、それぞれの生産者
の畑に移ってブルーベリーの収穫作業またはトマト畑で農作業に汗を流
します。

農産物加工体験＆
ブルーベリー収穫と
トマト畑の農作業

浜松市天文台
延長星空観望会

浜松市博物館
かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

8月9日

天竜区内
果樹生産者の畑

南区福島町242-1
8月9日
浜松市天文台

中区蜆塚4-22-1
8月9日
浜松市博物館

☆時間 11：30～17：00
※定員30名（応募多数の場合は抽選）
※参加費 1,500円※昼食代を含んでいません。食事を済ませてご参集
ください。10時30分から「しいたけ弁当(520円)」の販売あり（要予約）
※募集締切 7月28日(月)必着
※申込方法 往復はがき又はメールに①住所②氏名③電話番号④性
別⑤生年月日⑥催し名「農家が教える夏の旬菜」を書いて下記へお申
込みください。「しいたけ弁当」を希望する方は注文数を併記してくださ
い。
※申込先 〒430-8652浜松市中区元城町103-2浜松市役所農林水産
政策課
E-mail nousei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

浜松市
グリーン・
ツーリズム
交流会

普段は午後9時までの観望会を午後11時まで延長します。火星や土星
などの惑星、夏の星座、織姫・彦星等をご案内します。午後１０時を過ぎ
ると、秋の星座も昇ってきます。天文台の望遠鏡で観望しましょう。
☆時間 19：00～23：00
※申込不要、参加無料、どなたでもご参加いただけます。
※中学生以下は保護者同伴とします。
※天候不順の場合は中止します。

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 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」

天竜浜名湖鉄道「天竜二俣
053-457- 駅」から車で約20分。
2334
新東名浜松浜北ICより約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
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。
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浜松科学館
理科の自由研究の相談

8月9日
～10日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

浜松科学館
発明のくふう作品の相談

8月9日
～10日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

理科の自由研究の進め方・まとめ方、実験・観察の具体的な方法や
器具の使い方等を小中学校の理科の先生がアドバイスします。
☆時間 ①10：00～12：00 ②13：00～15：00
※会場 1階 実験室 当日直接会場へお越しください。
※協力 浜松市教育研究会理科研究部

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。

テレビ静岡
事業部

054-2617011
ＪＲ浜松駅北口より徒歩5分。
（平日9：30
～17：30）

作品のアイデアや作り方について、浜松発明研究会のメンバーがアドバ
イスします。
☆時間 ①10：00～12：00 ②13：00～15：00
※会場 1階 実験室 当日直接会場へお越しください。
※協力 浜松発明研究会

わくわく鉄道博をアクトシティ浜松展示イベントホールで開催します！
大迫力の鉄道レイアウト、ミニトレインなど、イベントもりだくさんです。
中区板屋町111-1 チャギントンもやってくる！

わくわく鉄道博2014
ＩＮはままつ

8月9日
～11日

アクトシティ浜松
展示イベントホー
ル

☆時間 10：00～17：00（最終入場16：30）
※チケットはチケットぴあ、ローソンチケット、セブン-イレブン、e+、アクト
シティチケットセンターでお買い求めください。
前売券：大人700円、子ども500円
当日券：大人900円、子ども700円

動物の多くは夜行性。今年で9回目を迎えるナイトZOOでは、昼間と違
い、活発に動く動物の姿が観察できます。「飼育員とのふれあいタイム」
も開催。
薄明りの幻想的な夜の動物園をお楽しみください。

浜松市動物園
ナイトZOO

8月9日
8月16日
8月23日
8月30日

西区舘山寺町199
浜松市動物園

☆時間 開園時間を21:00まで延長(最終入園は20:30まで)
※料金 高校生以上410円/満70歳以上・中学生以下無料 駐車料金
200円
※類人猿や鳥類など、夜は観察できない動物がいます。
※動物に影響があります、懐中電灯の使用、フラッシュ撮影はできませ
ん。
※虫除け対策をお願いします。

浜松市
動物園

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
053-487- きにて約40分「動物園」バス停
1122
下車。
東名浜松西ICより約10分。
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浜松科学館
サイエンスショー
「身近な化学の不思議」

8月9日～ 中区北寺島町
24日
256-3
8月30日～
31日
浜松科学館

南区江之島町
1706

身近な化学の不思議・実験ショー、身の回りにあるものの見方がきっと
変わるはずです。申込不要です。直接会場へお越し下さい。
☆時間

8月10日

遠州灘海浜公園
（中田島北地区）
球技場会議室

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
6番乗り場より、中田島高丘線
乗車「中田島町」下車、徒歩5
053-425- 分。または三島江之島線「県
9158
営海浜公園」下車。
東名浜松ICより、国道一号線
を南進。「福塚」交差点を左
折、馬込川橋手前を左折。

浜松科学館

JR浜松駅南口より徒歩7分。
053-454※自家用駐車場はございませ
0178
ん。

①11：00～11：20 ②13：00～13：20 ③14：00～14：20

夏の星座や天体のお話を聞いた後、本物の星空を望遠鏡で観望しま
す。
☆時間 19：00～20：30

夜の星座観望会

浜松科学館

※要申込（小学校親子対象。7/19午後2時より、浜松市天文台か遠州灘
海浜公園に電話で申込ください。）
※参加費無料
※天候不順の場合は、中止します。
満天の星の下、真夏の暑さから離れて癒しの時間を過ごしませんか？
プラネタリウムの世界をご堪能下さい。

Twilight Healing
Planetarium

中区北寺島町
8月11日～ 256-3
17日
浜松科学館

北区滝沢町1406

滝沢放歌踊り

8月13日
林慶寺

浜松市天文台
ペルセウス座流星群
観望会

8月13日～
14日

南区福島町242-1
浜松市天文台

☆時間 17:00～17:40（開場16:50）
※先着 200名（全席自由）
※料金 400円当日購入 2回目でも割引なし
※当日、浜松科学館インフォメーションにて購入
（このチケットチケットでの入場は16:30以降）
※大人向け（小中学生要保護者同伴、未就学児は不可）

県指定無形民族文化財の伝統的な踊りです。浜松市の「遠州大念仏」と
愛知県新城市の「大海の放歌踊」を受け継ぐ独特な踊りです。

林慶寺

天竜浜名湖鉄道都田駅からタ
053-428- クシーで15分。
3696
東名浜松西ICより約40分。

☆時間 18:00頃より林慶寺で奉納

人気のペルセウス座流星群を天文台で観望します。流星の見方や深夜
の星空についてもご案内します。
☆時間 22：00～翌1：00
※要申込（7/25午後2時より、電話で申込ください。）
※参加無料です。（先着200名）

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。
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はままつフラワーパーク
オオオニバスに
乗ってみよう！

世界一大きな葉っぱに乗ってみよう。
水の上に浮かぶ世界一大きな葉っぱ「オオオニバス」に乗ってみません
か？（雨天中止）

8月13日～
西区舘山寺町195
17日
☆時間 13：00～14：00
8月23日～
はままつ
※開催日 8月13日～17日・8月23～9月15日の土曜、日曜、祝日
9月15日の
フラワーパーク
※対象 体重20kg以下の子ども
土日祝
※葉の状態により実施できない場合もありますので、お出かけ前にご確
認ください。
※入園料無料 参加費無料

実相寺
8月15日
精霊送り・庭園ライトアップ

北区引佐町金指
1371

夕暮れに浮かぶ庭園で先祖の霊をお見送り
お盆で使ったお供えを川に流す代わりに実相寺本堂前に集めます。夕
暮れ時、静かに先祖の霊を送ります。また、県指定名勝の庭園もライト
アップされ、涼やかにお庭も楽しめます。

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(約40分)、「フラワー
0511
パーク」下車すぐ。
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ15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
徒歩約15分。
新東名浜松いなさ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、遠州浜行き、
053-425- 「福島」下車、徒歩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。

実相寺
☆時間 18：00～(夕暮れから)

浜松市天文台
親子天文教室4
「夏の星座を楽しもう」

夏の星座や天体についてのお話のあと、実際に外に出て望遠鏡で観望
します。夏の代表的な天体である織姫・彦星などの恒星、火星や土星な
どの惑星、夏の星座等をご案内します。天文台の望遠鏡で観望しましょ
南区福島町242-1 う。
8月15日
浜松市天文台

☆時間 19：00～21：00
※要申込（小学生親子対象。7/26午後2時より、電話で申込ください。）
※参加無料です。（小学校親子100名）
※天候不順の場合は、中止します。
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2014年8月、浜松市は世界各国から青少年音楽団体を招聘し、浜松世
界青少年音楽祭2014を開催いたします。

浜松市内

浜松世界青少年音楽祭
2014

【日程】
8月15日（金）
プロムナードコンサート
☆時間 15:00～
※場所 ソラモ
サテライトコンサート
☆時間 12:30開場 13:00開演
※場所 浜北文化センター、天竜壬生ホール、雄踏文化センター
※入場無料

8月15日～ アクトシティ浜松
17日
大ホール・中ホー
ル
8月16日（土）
市内各ホール・他 フレンドシップコンサート
☆時間 15:30開場 16:00開演
※場所アクトシティ浜松中ホール
※入場無料

浜松市文化
振興財団

053-451- 各開催場所にお問合せ下さ
1151
い。

8月17日（日）
ファイナルコンサート
☆時間 12:15開場 13:00開演
※場所 アクトシティ浜松大ホール
※料金 大人1,000円、学生（高校生以下）500円（全席自由）

夏の代表的な天体である織姫・彦星などの恒星、火星や土星などの惑
星、夏の星座等をご案内します。天文台の望遠鏡で観望しましょう。

浜松市天文台
織姫・彦星観望会

8月16日
8月23日
8月30日

南区福島町242-1
浜松市天文台

☆時間 19：00～20：50
※申込不要、参加費無料です。
※どなたでもご参加いただけます。（中学生以下保護者同伴）
※時間内ならいつでもお好きな時刻に天文台屋上までお越しください。
※天候不順の場合は、中止します。

ザリガニ釣りを気軽に体験しよう。
ザリガニを放流した浅瀬でザリガニ釣りが体験できます。（雨天決行）
西区舘山寺町195 ザリガニのお持ち帰り可。(匹数を制限する場合があります)

はままつフラワーパーク
8月17日
ザリガニを釣ってみよう！

はままつ
フラワーパーク

☆時間 ①10：00～12：00 ②13：30～15：30
※さおは会場に用意しているものを貸し出してお使いいただきます。
※エサ（ちくわ、するめ等）をお持ちください。
※参加費:貸しさお1本につき300円(入園料は無料)

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。

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。(約40分)、「フラワー
0511
パーク」下車すぐ。
東名浜松西ICより、舘山寺温
泉方面へ約15分。
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親子で聞こう
むかし戦争があった
～浜松空襲や戦争中の
浜松のお話～

中区利町304-2
8月17日
浜松復興記念館

北区引佐町渋川

鮎のつかみ捕り

8月17日
渋川親水公園

8月23日

バイクのふるさと浜松2014 8月24日

浜松まつり会館
フェスタ2014

8月24日

東区流通元町
20番2号
浜松市
総合産業展示館

南区中田島町
1313
浜松まつり会館

北区引佐町奥山
1577-1

方広寺 夏期講座

8月24日
奥山半僧坊
（方広寺）

当時の暮らしぶりなど、普段なかなか聞くことのできない戦争の貴重な
体験談を語り部の皆さんがお話します。
夏休みのひととき、ご家族みなさんで復興記念館へ是非お越しくださ
い。

浜松復興
記念館

JR浜松駅北口バスターミナル
3番乗り場より、鴨江・医療セン
053-455ター行き、「教育文化会館」下
0815
車、徒歩2分。
JR浜松駅より徒歩15分

てんてん
ゴー・
しぶ川

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より「渋川」行き、
053-545「渋川」下車、徒歩10分。
0452
新東名浜松いなさICより、車で
約15分。

☆時間 ①11:00～12:00
②14:00～15:00 (2回とも同じ内容です)
※会場 浜松復興記念館2階会議室
※料金 無料
豊かな自然の渋川親水公園で鮎のつかみ捕りが楽しめます。捕った鮎
は2本を焼いて食べられます。さらに焼き立て五平餅が1本食べられま
す。涼しい親水公園で子どもも大人も楽しみましょう！(要予約)
☆時間 10：30～
※料金 1,600円

バイクの
JR浜松駅北口バスターミナル
浜松は日本を代表するオートバイメーカー発祥の地です。国産の3大
ふるさと
10番乗り場より、「78労災病院
メーカー（ホンダ、スズキ、ヤマハ）が一堂に集まり、オートバイの魅力を
浜松
産業展示館」方面行きバスで
053-489体感できるイベントです。
実行委員会
「産業展示館」バス停下車。会
8111
☆時間 23日（土）10：00～17：00 24日（日）10：00～16：00
（浜松地域
場駐車場は二輪車専用、四輪
※浜松駅バンビツアーバス乗り場より会場へのシャトルバスが運行
イノベーション
車は場外臨時駐車場から無料
推進機構）
シャトルバスをご利用下さい
夏休みの思い出にまつり会館で楽しもう！
大道芸、凧作り教室（有料）、ヨーヨーすくい（有料）やクラフトワーク（有
料）など体験型の催しがたくさん！飲食ブースもあります。他にも、大凧
揚げ体験、浜松まつり2014フォトコンテスト表彰式もあります。

浜松
まつり会館

☆時間 10：00～15：00
※入館料無料

今年で40回となる奥山方広寺の夏期講座。禅に触れ、自分自身と向き
合う1日にしませんか？今回は方広寺管長大井際断老大師をはじめ、
バルセロナオリンピック銀メダリスト溝口紀子先生、元横綱千代の富士
の九重親方の講座が行われます。夏の勉強の1日になります。申し込み
は先着順となっておりますのでお早めに！
☆時間 9:30～16:00
※料金 3,500円（弁当付）・5,500円（精進料理お膳付き ※100名限定）
※要予約（先着500名）
※申込期間（7/15～8/17)

大本山
方広寺
半僧坊
総本殿

JR浜松駅北口バスターミナル
6番乗り場より、中田島砂丘行
053-441き乗車、「中田島砂丘」下車
6211
すぐ。
東名浜松ICより約15分。

JR浜松駅北口バスターミナル
15番乗り場より、奥山行き乗
車60分、終点「奥山」下車、徒
053-543歩10分。
0003
新東名浜松いなさICより、約10
分。
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舞阪漁港えんばい朝市

8月30日

西区舞阪町舞阪
2119-19
舞阪漁港魚市場

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。
☆時間 7：00～10：00 準備ができ次第販売を始めます。

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）

17

2014年 浜松市 8月イベント情報
8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

第1回
Art Gallery Hamamatsu
2014

マックスバリュ細江店
フリーマーケット

開催期間

8月1日～
3日

問合せ先
名称

問合せ☎

アクセス方法

約50人のアーティスト、クラフト作家が近畿、中部、関東から出展！
中区砂山町320-2 木工、木製家具、ガラス工芸、京友禅、山ぶどうかご、竹細工、鉄クラフ
ト、銅細工、ステンレスアート、革工芸、創作バック、人形、アクリル画、
090-9228- JR浜松駅北口より徒歩約3
ソラモ
写真、アクセリー、一越ちりめん、ちりめん細工、洋服、染・織ショール、 VENT VISION
1823
分。
（浜松市ギャラリー かんざし、下駄など作品は多ジャンルです。
モール）
1日（金）11:00～18:00、2日（土）10:00～18:00、3日（日）10:00～18:00

北区細江町中川
5819-1
8月3日
マックスバリュ
細江店駐車場

県営遠州灘海浜公園
8月10日
リサイクルフリーマーケット 8月31日

旬の味・
採れたてバザール
（ソラモ会場）

イベント内容

南区江之島町
字白鳥山1706
県営
遠州灘海浜公園

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。
☆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、出店料は1ブース：1,000円です。）
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

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。または中田島線で「中田
（代表・
島町」下車、徒歩2分。
村木）
東名浜松ICより南へ11km、約
20分。

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3
4756
分。

☆時間 10:00～14:30
※雨天中止・駐車場無料

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。
8月14日
8月28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。

18

2014年 浜松市 8月イベント情報
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
8月17日

マックスバリュ
浜松三方原店
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、出店料は1ブース：1,000円です。）

※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。

浜松市観光インフォメーションセンター

2014年7月20日発行
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