2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

浜松市博物館
「道具たちの100年」

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

開催期間 住所：浜松市

9月6日～
平成27年
3月1日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

中区北寺島町
10月1日～
256-3
平成27年
3月31日
浜松科学館

イベント内容

問合せ先
名称

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

浜松市
博物館

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 LＩ
ｔｔｌｅ 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
浜松科学館
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。

問合せ☎

アクセス方法

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。

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 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）

ユリカモメの飛来

北区三ヶ日町
11月下旬～
佐久米
平成27年
3月上旬
佐久米駅

はままつフルーツパーク
いちご狩り

北区都田町
12月1日～ 4263-1
平成27年
5月末
はままつフルーツ
パーク

天竜浜名湖鉄道の浜名湖佐久米駅に毎年数百羽のユリカモメが飛来
し、冬の風物詩になっています。

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。
※料金 大人1,800円～、子ども1,500円～ （入園料別）

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
053-522- 15番乗り場より、「気賀・三ヶ
4720
日」行きにて、「佐久米」下車。
東名三ヶ日ICより約5分。

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）
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2015年浜松市 3月イベント情報
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」

弁天島浜小屋
弁天島浜小屋市

開催期間 住所：浜松市

12月20日～ 中区蜆塚4-22-1
平成27年
3月1日
浜松市博物館

西区舞阪弁天島
1月10日～
3775-2
3月29日
の土日祝
弁天島海浜公園

イベント内容

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。
☆時間 9:00～17:00
※申込不要、当日直接会場へお越しください。ただし高校生以上は別途
入館料が必要です。

風光明媚な弁天島海浜公園で冬の味覚を堪能しませんか？
弁天島浜小屋では、冬の浜名湖を代表する水産物の「牡蠣」「青海苔」
や遠州灘の新鮮なしらすを加工した「しらすコロッケ」や浜名湖の「鰻」な
どを気軽に食べることができます。(要予約) さらに、この地域ならではの
農水産物を取扱い、お買い求めいただける「浜小屋」を同時開催しま
す。(浜小屋市は予約不要)

問合せ☎

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。

舞阪町
観光協会

JR弁天島駅より徒歩3分。
059-592東名浜松西ICから南（名古屋
0757
方面）へ25分。

☆時間 10:00～15:30
①10:00～11:15 ②11:15～12:30 ③13:00～14:15 ④14:15～15:30
浜小屋は①～④のいずれかに予約をしてください。

海湖館 牡蠣小屋

湖西市新居町新
1月10日～ 居無番地
3月31日
海湖館牡蠣小屋

昨年大好評でした湖西市新居弁天「海湖館」の特設牡蠣小屋での「焼き
牡蠣 体験」を今年も行います。浜名湖のプリプリした牡蠣「プリ丸」を堪
能しませんか？寒い時期の焼き牡蠣は最高です！！
風味豊かな浜名湖の恵み・・・・・潮の香と共にお召し上がりください。
☆時間 9:00～15:30（事前にご予約下さい)
※料金 5個1,000円
※定休日 月曜日、休日が月曜日のときはその翌日（但し、牡蠣がなく
なり次第終了します。）
※常設のバーベキューコンロでお客様が焼いて頂くシステムです。

きらく市
海湖館

090-81861217
JR新居町駅より徒歩16分。
東名浜松西ICから南（名古屋
053-594- 方面）へ35分。
6624
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

開催期間 住所：浜松市

天竜区
二俣町二俣130

イベント内容
岡村桂三郎（おかむらけいざぶろう、1958-）はこれまで、想像上の神獣
や魚、人の顔などを独特のイメージで取り上げ、板を焼きこがして方解
末を塗り重ね、スクレーパーで表面を削るなどの技法で大型「画面」に
表現してきました。絵を描く人間の原初的な感性の中に表現の可能性を
見すえながら制作される作品や、本展のために制作される新作を、藤森
照信主設計の当館展示室の空間に合わせて展示します。また、秋野不
矩の作品を特別出品します。

秋野不矩美術館
特別展
「岡村桂三郎展」

2月11日～
3月19日

浜松市美術館
企画展
「絵画者 中村宏展」

日本戦後美術史にその名を刻む浜松出身の「絵画者」、浜松市出身の
中村宏氏は、1950年代からおよそ60年にわたり、「ルポルタージュ絵画」
「観念絵画」「タブロオ機械」といった独自の方法論を展開、戦後の日本
美術をけん引し、今なお第一線で活躍しています。本展は、最新作であ
る「消失点」シリーズに至るまでの中村宏氏の「絵画とは何か」という問
題に真摯に向き合い、見るものに問いかける作品とともに作品に登場す
中区松城町100-1
2月14日～
る原風景としての浜松を紹介いたします。
3月29日
浜松市美術館
☆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1,000円、高校生・大学生・専門学校生600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

はままつフラワーパーク
甘酒無料接待

あたたかい甘酒で心も体もほかほかに！花梅と早咲きの桜が楽しめる
2月15日～ 西区舘山寺町195 時期に合わせ、吟醸酒の酒粕で作ったあたたかい甘酒をサービスしま
3月15日
す。先着300人程度で、無くなり次第終了します。
期間中の はままつ
日曜日
フラワーパーク
☆時間 10：30～
※入園料 大人600～700円、小・中学生300～350円

浜松市
秋野不矩美術館

問合せ先
名称

問合せ☎

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。

はままつ
フラワー
パーク

JR浜松駅北口バスターミナル
より、「舘山寺行き」にて約40
分、「フラワーパーク」下車す
053-487ぐ。
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
※料金 大人800円、高校生500円、小中学生300円、70歳以上の方と障
害者手帳所持者は半額、静岡県内の小学生でミュージアムパスポート
持参の方は無料

アクセス方法
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

はままつフラワーパーク
梅＆早咲きの桜フェア

かんざんじ温泉
大草山昇竜しだれ梅園

開催期間 住所：浜松市

イベント内容

“春”を先取り！花梅と早咲きの桜の競演。110品種300本の花梅と200
本の早咲きの桜が競演します。ひと足早い春をお楽しみ下さい。
西区舘山寺町195
期間中の日曜日には甘酒のサービスを行います。（10:00～先着300人
2月中旬～
程度、無くなり次第終了）
3月中旬
はままつ
フラワーパーク
☆時間 9:00～17:00
※入園料 大人600～700円、小・中学生300～350円

2月14日～
3月中旬

西区呉松町2497
佐藤農園

いまだ見ぬ 竜の姿や しだれ梅
浜名湖の奥座敷、舘山寺温泉を望む大草山の中腹に昇竜しだれ梅園
が広がっています。当園はしだれ梅だけの観光梅園です。樹の仕立て
は、他に類を見ない昇竜仕立て、当園のオリジナルです。4,000平方メー
トルの敷地に樹高2～5mあまり、樹齢40年の巨木を園内に配置し多数
のしだれ梅が、所狭しと咲き競いでいます。季節風とは無縁で暖かなた
たずまいの中に、伸びやかに、香り高く、そして力強く咲き誇ります。

問合せ先
名称

はままつ
フラワー
パーク

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、「動物園前」下車、徒歩約
090-5108- 1.5km。
3605
浜松西ICより車で約15分。
（カーナビ利用の方は、西区呉
松1511を目標にご来園下さ
い。)

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。

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

アクセス方法

JR浜松駅北口バスターミナル
より、「舘山寺行き」にて約40
分、「フラワーパーク」下車す
053-487ぐ。
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 9:00～17:00
※入園料 500円～最盛期700円（小学生以上）

浜松市博物館
中区蜆塚4-22-1
2月20日～
家康公四百年祭
5月6日
浜松市博物館
「立体しかみ像」完成披露

問合せ☎
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2015年浜松市 3月イベント情報
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☎

万葉の森
公園

JR浜松駅より、遠州鉄道「新
浜松」より「浜北駅」後、タク
053-586シーで約10分。
8700
新東名浜松浜北ICより約15
分。

奥山高原

JR浜松駅北口バスターミナル
15番のりば奥山行き60分終点
053-543- 「奥山」下車、徒歩約30分。
0234
東名浜松西ICより国道257号
線経由、約30分。
新東名いなさICより約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
より、「舘山寺行き」にて約40
分、「フラワーパーク」下車す
053-487ぐ。
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。

アクセス方法

万葉の森公園内の椿園にある約200種400本の椿が一番の見ごろを迎
える平成27年2月21日（土）から3月22日（日）に椿まつりを開催します。
週末には公園内で様々なイベント（要事前予約有）を行うほか、資料館
では、椿の写真パネルの展示と浜北文化協会盆栽部による椿などの盆
栽展、椿の作品展などを行います。また開館日の午前11時と午後2時か
ら椿園の案内と解説を行います。（所要時間50分程度）
☆時間 9：00～17：00（月曜日休館）

万葉椿まつり

浜北区平口
2月21日～ 5051-1
3月22日
万葉の森公園

・3/1 10:00～,11：00～13:00～/椿ガラス絵作り
・3/7 13：30～15：00/万葉文学講座
・3/7・8・14・15 9：00～17：00/盆栽展
・3/8 10：00～14：00/椿の花柄のアカネ染め
・3/8 9:30～11:30/万葉菓子体験
・3/15 10：00～14：30/絵手紙体験教室
・3/21 13：30～15:30/万葉植物を作った苔玉作り
・3/22 10：00～14:00/万葉草木染め体験「ミロバラン」
・3/22 11：00～14：00/花の宴
※都合により変更することがあります。またイベント内容により要申込
み、また料金がかかります。御確認ください。

昇竜しだれ梅まつり

はままつフラワーパーク
クリスマスローズ展示・
即売会

北区引佐町奥山
2月21日～ 堂ノ上1736-1
3月下旬
奥山高原

竜が雲をつかみ、天に昇る姿に見立て、剪定された昇竜しだれ梅、花は
ピンク、白、紅色、約50～60年の大木が80本、約15年の木が200本植え
られており、荒々しい幹と華やかにしだれる梅花のコントラストが美しい
です。しだれ梅を眺めながらゆっくりと散策できます。
☆時間 10:00～16:00
※入園料 大人700円、子供500円（小・中学生）

冬から早春にかけて可憐な花を咲かせ、品のある美しい花姿から‘冬の
西区舘山寺町195
貴婦人’とも言われるクリスマスローズを展示・即売します。

2月28日～
3月1日
はままつ
フラワーパーク

☆時間 10:00～16:30
※入園料 大人600～700円、小・中学生300～350円
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2015年浜松市 3月イベント情報
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、昼間に見える恒星などを観望します。

浜松市天文台
太陽・昼間の星 観望会

南区福島町242-1
3月1日
浜松市天文台

☆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。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。

浜松科学館
スペシャル☆サイエンス
ショー

北区Deまつり2015

3月1日

3月1日

南区福島町242-1 ☆時間 19:00～21:00
※無料・天候不順の場合は中止します。
浜松市天文台
※デジタルカメラをお持ちください。（一眼レフ、ミラーレス等レンズ交換
式カメラ不可）
※先着順10名程度
（２月14日午後2時から電話もしくは直接天文台でお申し込みください）

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

3月1日

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。

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。

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。

簡単な撮影講座を行った後、撮影会を行います。
天文台の望遠鏡でとらえた月をお持ちのデジタルカメラで撮影します。

浜松市天文台
天体写真撮影講座
～デジタルカメラで月を
撮ろう～

問合せ☎

いつもより時間を拡大して、1階ホールで身近な科学を楽しく紹介する
よ！
☆時間 14:00～14:45（開場13：45～）
※会場 浜松科学館常設展1Fホール
※当日、直接会場へお越しください。

JR浜松駅北口バスターミナル
13番萩丘都田線「カインズ
人気のゆるキャラ大集合！下條村のご当地キャラ地域戦隊カッセイカマ
モール都田」バス停下車、徒
北区新都田1丁目 ンのヒーローショーやみかんの皮De長むき大会、こままわし大会などの
北区Deまつり
歩5分。
103-4
ステージイベントのほか、ポン菓子、甘酒サービスのおもてなしがありま
053-523実行委員会
東名浜松西ICより約25分。
す。うまいもの市・北区物産展・軽トラ市・フリーマーケットも行われます。
1168
事務局
臨時駐車場(新都田市民サー
都田総合公園
ビスセンター)と会場を往復す
☆時間 9：30～15：30（雨天決行）
る「シャトルバス」もご利用いた
だけます。
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

光月神社祭典

開催期間 住所：浜松市

3月1日

北区細江町小野
764
光月神社

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

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

イベント内容
歯の神様として有名な光月神社で、歯ブラシを供養して丈夫な歯になる
ことを祈願する祭典が行われます。本殿の隣には供養箱が置かれ、参
拝者は古い歯ブラシを納めます。甘酒や餅の振る舞いもあります。

問合せ先
名称

問合せ☎

奥浜名湖
観光協会

JR浜松駅北口バスターミナル
053-522- 15番乗り場より、気賀行き「気
4720
賀四つ角」下車、徒歩10分。
浜松いなさICより、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。

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。

☆時間 10：00～15：00

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）

アクセス方法

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。

浜名湖花フェスタ2015

3月1日～
6月15日

浜名湖周辺

【花のリレー】
梅（2月～3月上旬）：はままつフラワーパーク、はままつフルーツパーク
ときのすみか、長楽寺
しだれ梅（2月下旬～3月下旬）：大草山、奥山高原
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
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2015年浜松市 3月イベント情報
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

街中に望遠鏡を設置して、冬から春の天体や木星などを観望します。
中区砂山町320-1

浜松市天文台
駅前移動観望会

西見寺 初午大祭

3月6日

3月7日～
3月8日

遠鉄百貨店新館
北東角

☆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。

西区西鴨江町
3268

厄除け乗馬祈願、厄除け祈願を行います。初午グッズや名物絵馬菓子
の限定販売もあります。本年は、午年なので、御開帳を行います。

西見寺

☆時間 10:00頃～16:30

浜松市
天文台

053-425JR浜松駅北口徒歩1分。
9158

西見寺

JR浜松駅北口バスターミナル
5番乗り場より「宇布見・山崎」
053-447行きバス20分「西鴨江」または
7000
「西見寺入り口」下車、徒歩10
分～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。

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。

冬から春の星座や星雲・星団をご案内します。見頃となった木星なども
望遠鏡で観望します。

浜松市天文台
土曜星空観望会

浜松科学館
サイエンスショー
「身近な科学の不思議」

3月7日
3月28日

3月7日
3月8日
3月28日
3月29日

南区福島町242-1
浜松市天文台

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆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。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。

科学を身近に感じてもらうショーです。どんな内容かは来てのお楽し
み！
☆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。
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

開催期間 住所：浜松市

南区江ノ島町
1706

浜松市天文台
昼の天体観望会

3月8日
遠州灘海浜公園
(中田島北地区)
正面広場

イベント内容

問合せ先
名称

はままつフラワーパーク
春の錦鯉品評大会

西浦の田楽

3月8日

3月8日
3月9日

はままつ
フラワーパーク

天竜区水窪町西
浦

アクセス方法

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 14:00～16:00
※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。

浜松市
天文台

★遠州灘海浜公園(中田島北地区)正面広場にて開催します。

西区舘山寺町195

問合せ☎

浜名湖錦鯉愛好会の会員が手塩にかけて育てた若鮎を出品し、体形や
色合い、艶の出方などを競います。
☆時間 10：00～15：00
※入園料 大人600円～700円、小中学生300円～350円

極寒の観音堂で夜を徹して行われる西浦の田楽。演目は「地能」33番、
「はね能」12番、そして番外「獅子舞」「しずめ」の2番の全部で47番。昭
和51年に国の無形民俗文化財に指定されました。暗闇に炎が燃える中
に浮かぶ幻想的な仮面の舞が披露されます。

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
053-425て、「県立海浜公園」下車。
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」交差点を左折、馬込川橋
手前を左折。

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。

水窪文化会
館

JR豊橋駅よりJR飯田線水窪
駅で下車、徒歩10分、水窪協
働センター前から送迎利用20
分下車、観音堂まで徒歩15
053-982- 分。
0013
新東名浜松浜北ICより国道
152号を北上、水窪協働セン
ターまで車で約70分、旧西浦
小学校臨時駐車場利用。観音
堂まで15分。

道の駅
花桃の里

ＪＲ浜松駅から遠鉄西鹿島線
32分西鹿島駅下車、遠鉄バス
053-923水窪行きにて、「相津」下車徒
2339
歩5分。
新東名浜松浜北ＩＣより25分。

西浦観音堂
☆時間 月の出から（20:00～21:00頃）日の出まで（7:00～8:00頃）

花桃まつりを開催します。期間中500円以上お買い上げの方に花桃の
枝一枝プレゼントいたします。（本数制限あり）
天竜区大川31-10

花桃まつり

3月8日～
3月15日

花桃の里

☆時間 10:00～15:00
【主なイベント】
10:00～串芋販売
11:00～しし汁（8日）・豚汁（15日）配布（なくなり次第終了）
14:00～餅つき体験コーナー（きな粉餅一臼）

9

2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

浜松市博物館
テーマ展
「日清・日露戦争」

浜松市博物館
豊橋自然史博物館共催
干支展「アンモーンの石」

開催期間 住所：浜松市

3月10日～
5月10日

3月10日～
5月10日

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
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

問合せ先
名称

問合せ☎

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。

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。

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。

中部ガス
3月13日
Ｃｏｓｍｏｓ Ｓｐｅｃｉａｌ
3月27日
「金曜日のナイト・プラネ」

浜松市博物館
かやぶき屋根の下で聞く
日本昔ばなし

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

中区蜆塚4-22-1
3月14日
浜松市博物館

☆時間 18:30開場 19:00開演 19:50終演予定
※会場 浜松科学館常設展3Ｆプラネタリウム「ときめきら」
※先着 200名（全席自由）
※料金 500円（当日浜松科学館インフォメーションにて18:30から販売）
※大人向け（小中学生要保護者同伴、未就学児は不可）
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。
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2015年浜松市 3月イベント情報
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

開台時間を午後11時まで延長した星空観望会です。見頃となった冬の
星座や冬の星雲・星団、木星等をご案内いたします

浜松市天文台
延長星空観望会

南区福島町242-1
3月14日
浜松市天文台

中区

第15回浜松がんこ祭り

3月14日
3月15日

JR浜松駅周辺
各会場

☆時間 18：30～23：00
※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。

浜松市
天文台

問合せ☎

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、福塚交差点を左
折。

109チーム、4700人の踊り子が浜松に大集結！
「がんこ」とは、遠州地方の方言で「すごい」「とても」「非常に」のような意
味を持ちます。よって、「がんこ祭り」とは、「超祭り」「すご～く祭り」という
JR浜松駅周辺各会場
ことで、遠州地域ならではの究極の祭りを目指して命名されました。今ま
鍛冶町大通/浜松駅北口・キタ
では、「よさこい祭り」のゴールデンルールである、『鳴子を持って踊るこ
ラ/
浜松がんこ祭
と』というのが参加条件となっていましたが、これが第5回目より『楽器を
080-2651- ソラモ/ザザシティ中央広場/
実行委員会
持って踊ること』というルールに変わり、「がんこ祭」と名称もリニューア
1069
アクト通り/サザンクロス商店
事務局
ルしました。つまり、楽器であればなんでもOK！という浜松版のルール
街/
になったのです。楽器を持って踊ることがルールの、音と踊りのエンター
アルコモール有楽街/モール
テイメントをお楽しみください。
街
☆時間 14日10:00～19:00（予定) 15日11:00～19:30(予定)
春を呼ぶ緑の祭典！植木、苗木、盆栽、花、鉢物の大展示即売会の
他、苗木無料配布等多彩なイベントをご用意致しております。
☆時間：9：00～17：00

浜北区新原6677

第44回浜北植木まつり

3月14日～ JAとぴあ浜松
3月16日
農業協同組合
浜北営農緑花木
センター

【主なイベント】
14日 9:30～ポット苗無料配布、11:00～はかま行列、11:30～/15:00餅
投げ、14:00～飛竜太鼓 など
15日 9:00～ポット苗無料配布、10:00～/13:00～キッズダンスコンテス
ト、12:00～植木オークション、15:00～ダンス表彰式・餅投げなど

JAとぴあ浜松
遠州鉄道「新浜松駅」より、「小
浜北
053-587林駅」下車、徒歩20分。
営農緑花木
8728
新東名浜松浜北ICより約8分。
センター

他 ふわふわ、病害虫防除相談、押し花体験など14日、15日の終日開
催予定。盆栽展、甘酒無料サービス、14～16日終日開催。
※イベントは変更になることもございます。
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

浜松科学館
ミニ実験

浜松科学館
ミクロ観察カウンター

浜松科学館
「静岡県の化石展」

浜松ブラスバンド
スプリング2015

開催期間 住所：浜松市

3月14日
3月15日
3月21日
3月22日

中区北寺島町
256-3

3月14日
3月15日
3月21日
3月22日

中区北寺島町
256-3

浜松科学館

浜松科学館

中区北寺島町
3月14日～ 256-3
4月2日
浜松科学館

天竜区
二俣町二俣20-2

イベント内容

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
ブラスバンド

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」
053-544下車、徒歩約10分。
5110
東名浜松ICより約40分。
新東名浜松浜北ICより約10
分。

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 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。
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。
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。
☆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
浜松ブラスバンドは、2004年に設立された英国スタイルのブラス(金管)
バンドで、浜松市を拠点に活動をしています。毎年、「スプリング」、「サ
マーナイト」、「定期演奏会」の3つの大きな公演のほか、地域の要請に
応え、様々なコンサートを開催しています。

3月15日
浜松市
天竜壬生ホール

問合せ先
名称

指揮：鈴木肇/置塩孝裕
☆時間 13:30開演（13:00開場）
※料金 1,000円（全席自由）

アクセス方法
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

浜松広報館エアーパーク
車両展示

開催期間 住所：浜松市

西区西山町
3月中旬の 無番地
2日間
航空自衛隊
浜松広報館

イベント内容

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
14番線「泉・高丘行き」乗車
（約25分）、「泉四丁目」下車。
浜松基地が保有する特殊な車を展示します。1日目と2日目は違う車を
基地外柵に向かって左方向徒
展示します。
航空自衛隊
053-472- 歩約10分。
浜松広報館
1121
東名浜松西ICより約10分。浜
※詳しくはエアーパークの公式ホームページをご確認下さい。なお、イベ （エアパーク）
松市街方面へ約800メートル
ントは都合により変更又は中止となる場合があります。
進行し高丘西交差点を右折
し、基地外柵沿いに進む（以後
左折のみ2回）

竹とんぼを紙コップでつくってみよう!どんなふうに飛ぶのかな?

浜松科学館
つくり隊！あそび隊！
「紙コップとんぼを
飛ばそう!」

浜松城公園さくらまつり

3月21日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

3月2１日～
4月5日

☆時間 ①10:00～12:00 ②13:00～15:30（先着各50名）
※会場 常設展2階 イベントひろば
※当日、会場へお越しください。
※対象 こども
※定員 各回50名（団体での参加はご遠慮願います）
※費用 常設展入場料（小中学生は無料）が必要

浜松科学館

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

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。

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 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。

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5日

中区蜆塚4-22-1
浜松市博物館

☆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）の他に、体験内容によって別途費用がかかります。
※申込不要、当日直接会場へお越しください。
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

いなささくらまつり

開催期間 住所：浜松市

3月21日～
4月11日

北区引佐町奥山
奥山公園

イベント内容

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。

問合せ先
名称

問合せ☎

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。

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。

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

3月21日～
6月15日
はままつ
フラワーパーク

【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。
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2015年浜松市 3月イベント情報
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☎

浜松市
文化振興
財団

053-451JR浜松駅より徒歩3分。
1151

アクセス方法

咲かせココロの音を。全国より１６の高等学校が参加し、演奏を競い合
います。

第27回全国日本高等学校
3月22日
選抜吹奏楽大会

アクトシティ浜松
大ホール

☆時間 10:00～19:00
※入場料 2,800円
【同時開催】
全国中学校交流コンサート（3月21日）アクトシティ浜松中ホール
プロムナードコンサート（3月21日）ＪＲ浜松駅北口広場キタラ
※入場無料

佐鳴湖公園さくら開花

3月下旬～
4月上旬

西区大平台1-1
佐鳴湖公園

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？

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。

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
0511
車。
東名浜松西ICより舘山寺方面
へ約15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
053-542- 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。

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。

※入園無料
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
桜とチューリップの庭園

3月下旬
4月中旬

奥山高原桜まつり

北区引佐町
奥山堂の上
3月下旬～
1736-1
4月中旬

はままつ
フラワーパーク

奥山高原

浜松科学館探検ツアー

3月25日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆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。
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。
☆時間 10:00～17:00
※料金 大人700円、小人（小・中学生）500円
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～
※定員 各回10名。幼児は保護者同伴で参加をお願いいたします。
※当日、各回12：30～（常設展2Fイベントひろば）にて受付開始。
※ヒールのある靴での参加、また団体での参加はご遠慮願います。
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

第56回
浜松アートフェスティバル
2015

はままつフラワーパーク
夜桜ライトアップ

開催期間 住所：浜松市

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。

3月27日～
4月19日
はままつ
フラワーパーク

3月28日
奥山公園周辺

蜆塚公園 桜祭り

問合せ先
名称

問合せ☎

アクセス方法

全国からアーティスト、クラフト作家が出展し、アート作品、クラフト作品
の展示と販売、実演、体験会を行うアートフェスティバルです。陶芸、木
中区砂山町320-1
工、ガラス工芸、染織、革工芸、アクセサリー、洋服、帽子、創作バッグ、
3月27日～
鉄アート、銅細工、かずら工芸など、多彩なオリジナル作品が並ぶ会場 VENT VISION 090-9228ソラモ
JR浜松駅北口徒歩1分。
3月30日
は必見です。作家本人が作品の説明に当たります。
（代表・村木）
1823
（浜松市ギャラリー
モール）
☆時間 27日(金)11:00～17:00 28日(土)10:00～17:00
29日(日)10:00～17:00 30日(月)10:00～16:00

北区引佐町奥山

引佐奥山花街道ウォーク

イベント内容

3月28日～
中区蜆塚4-22-1
3月29日
4月4日～
浜松市博物館
4月5日

☆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。
方広寺の入口から奥山公園周辺にかけて約３キロのウォーキングをし
ながら、花や山野草を観察します。方広寺黒門前へ午前9時に集合し、
ガイドの説明を聞きながら散策できます。

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。

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、「奥山」
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。

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。

浜松市茶室
松韻亭

JR浜松駅北口バスターミナル
053-473- より、舘山寺温泉行きバス約7
4310
分乗車「鹿谷町」下車、徒歩8
分。

☆時間 9：00集合
※予約不要・参加費無料
桜の花が満開になるこの季節にお団子を食べながらお花見するという
のはどうでしょう。館内ではまが玉作りもしています。（お団子とまが玉作
りは有料です。）
☆時間 10:00～15:00
※体験内容によって費用がかかります。
※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。

お花見の季節、お茶会を楽しみませんか。
中区鹿谷町11-4

お花見茶会

3月29日
茶室 松韻亭

場所：松韻亭
☆時間 10：00～15：00
料金 大人：2席1,500円・1席800円/15歳未満/80歳以上：2席800円
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2015年浜松市 3月イベント情報
イベント名称

開催期間 住所：浜松市

問合せ先
名称

イベント内容

問合せ☎

アクセス方法

ぐらぐらするものの重心をさがしてみよう。

浜松科学館
試してみよう
「バランスをとろう」

3月29日

中区北寺島町
256-3
浜松科学館

☆時間
※会場
※対象
※費用

①10:00～12:00 ②13:30～15:30
常設展2階イベントひろば
どなたでも（定員なし）、当日会場へお越しください。
常設展入場料（小中学生は無料）が必要です。

※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。

浜松市観光インフォメーションセンター

2015年2月20日発行
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