
※日程は変更になる場合がございますので、詳細は各窓口へお問
合せをお願いいたします。

花火大会名/問合先 時間 開催場所 エリア アクセス方法

船越町花火大会 （八柱神社例大祭）

船越町八柱神社役員鈴木様宅　☎053-461-1263

新宮神社夏の祭典

春野協働センター　☎053－983－0001

愛宕山
あ た ご や ま

手筒花火

磐田市観光案内所　☎0538-33-1222

遠州新居手筒花火（諏訪神社奉納煙火） 7月26日 (金) １９：３０～２１：００ 新居小学校校庭

湖西市新居支所　☎053－594-1111 7月27日 (土) １９：１５～２１：００ 新居中学校校庭

秋葉神社奉納花火大会

秋葉神社　☎053-985-0005
7月27日 (土) １９：３０～２１：００頃 秋葉神社下社前河川敷

　浜松市
天竜区春野町

車：新東名浜松浜北ＩＣより車で約３０分

半場祭り花火大会

天竜区観光協会佐久間支部　☎053ー965-1651
7月27日 (土) １９：３０～２０：００ 中部天竜駅周辺

浜松市
天竜区佐久間町

電車：ＪＲ飯田線「中部天竜駅」
車：東名浜松ＩＣより国道１５２北上、西渡（にしど）より国道４
７３経由で約９０分
新東名浜松浜北ＩＣより車で約５０分(公共駐車場有)

かんざんじ温泉灯籠流し花火大会

舘山寺温泉観光協会　☎053-487-0152
7月28日 (日) １９：３０～２０：５５ 内浦湾

浜松市
西区舘山寺町

バス：ＪＲ浜松駅バスターミナル１番乗り場より舘山寺線にて
約４５分、「舘山寺温泉」下車、徒歩５分

天王花火大会 8月3日 (土)

大歳神社　☎053-421-6447 8月4日 (日)

浦川祭り花火大会

天竜区観光協会佐久間支部　☎053ー965-1651

8月3日 (土) １９：３０～２０：３０
浦川キャンプ村周辺
（大千瀬川河川敷）

浜松市
天竜区佐久間町

電車：ＪＲ浦川駅から徒歩約１分
車：東名浜松ＩＣより国道１５２号を北上、国道４７３号経由で
約９０分
新東名浜松浜北ＩＣより車で５０分

鹿島の花火

天竜区観光協会天竜支部　☎053ー925-5845
8月3日 (土) １９：００～２１：００ 天竜川原

浜松市
天竜区二俣町

電車：遠州鉄道「西鹿島駅」より徒歩１０分

御前崎みなと夏祭り

御前崎市観光協会　☎0548-63-2001
8月3日 (土) １９：４５～２１：００ マリンパーク御前崎 御前崎市 車：東名牧之原ＩＣより車で３０分

佐鳴湖花火大会

佐鳴湖花火大会実行委員長 ☎053-448-3544
8月3日 (土) 　１９：３０～２０：３０ 佐鳴湖西岸公園時計台付近

浜松市
西区大平台

バス：ＪＲ浜松駅バスターミナル３番乗り場より９番掛塚さな
る台線にて約２０分、「佐鳴台５丁目」下車

バス：浜松駅バスターミナル１０番乗り場より乗車、「西塚町」
下車、西に徒歩７分

車：新東名森掛川ＩＣから車で約３０分

湖西市新居町 電車：ＪＲ新居町駅より徒歩１５分

１９：３０～２１：００ 大歳神社周辺
浜松市

東区天王町
バス：ＪＲ浜松駅から南中瀬行きバス約１５分、 「天王」下
車、徒歩すぐ

バス：ＪＲ磐田駅北口１番乗り場より、遠鉄バス８０磐田営業
所方面行き乗車約１０分、「見付」下車、徒歩約５分

7月20日 (土) １９：００～２１：００ 愛宕山愛宕神社 磐田市見付

7月20日 (土) １９：００～２１：００ 船越公園内
浜松市

中区船越町

浜松市
天竜区春野町

7月20日 (土) １９：００～２０：００
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花火大会名/問合先 時間 開催場所 エリア アクセス方法開催予定日

浜名湖パルパル 花火ナイト

浜名湖パルパル　☎053-487-2121

ふくろい遠州の花火
ふくろい遠州の花火実行委員会
☎0538-42-6151 FAX 0538-42-9871

8月10日 (土) １９：００～２１：００ 原野谷川河川敷親水公園 袋井市 電車：JR東海道本線袋井駅・愛野駅より徒歩約１５分

中部（なかべ）まつり地割れ花火大会

天竜区観光協会佐久間支部　☎053-965-1651

8月10日 (土) 　１９：３０～２０：１０
佐久間高校付近天竜川河川

敷
浜松市

天竜区佐久間町

電車：ＪＲ飯田線「中部天竜駅」より徒歩８分
車：東名浜松ＩＣより国道１５２北上、西渡（にしど）より国道４
７３経由で約９０分
新東名浜松浜北ＩＣより車で５０分

三ヶ日花火大会

三ヶ日花火大会実行委員会　☎090-6099-3871

8月11日 (日) １９：１５～２０：３０ 猪鼻湖上
（観覧席は三ケ日中学校運動場）

浜松市
北区三ヶ日町

駅：天竜浜名湖鉄道「三ケ日駅」より徒歩１５分
車：東名三ケ日ＩＣより国道３６２経由１０分
バス：ＪＲ浜松駅北口バスターミナル１５番乗り場より４０番
気賀三ヶ日線にて「宇志」下車

中野町煙火大会

中野町煙火大会実行委員会　☎053-421-7547
8月14日 (水) １９：３０～２１：００予定 天竜川河川敷

浜松市
東区中野町

バス：JR浜松駅バスターミナル９番乗り場より８０番中ノ町磐
田線にて約３５分、「中野町」下車、徒歩５分

浜松八幡宮例大祭（奉納手筒花火）

八幡宮　☎053-461-3429
8月14日 (水)

２０：３０～
（約１５分ほどで終了予定）

浜松八幡宮境内
浜松市

中区八幡町
電車：遠州鉄道「八幡駅」よりすぐ

森町納涼花火大会

森町商工会　☎0538-85-3126
8月15日 (木) １９：１５～ 太田川河川敷親水公園 周智郡森町

電車：天竜浜名湖鉄道「遠州森」下車、徒歩１０分
※雨天時決行、台風時中止
駐車場1600台　周辺の工場の駐車場が利用できる

春野気田納涼花火大会

春野協働センター　☎053-983-0001
8月16日 (金) １９：３０～

新気田川橋下流・気田川河川
敷

商店街歩行者天国

浜松市
天竜区春野町

新東名浜松浜北IC森・掛川ICより車で４０分
国道３６２号線を北上、コンビニヤマザキデイリー「リカーズ
ひおき」を目標に。

浜名湖弁天島花火

☎053-571-2448

8月18日 (日) ２０：００～２１：００ 弁天島海浜公園
浜松市

西区舞阪町
JR弁天島駅より徒歩３分

いわた夏まつり花火大会

磐田市商工会福田支所　☎0538-58-0101

8月24日 (土) １９：３０～２１：００ はまぼう公園 磐田市福田
バス：ＪＲ磐田駅より約２０分「福田交番前」下車、徒歩８分
車：東名磐田ＩＣ又は、東名袋井ＩＣより車で２０分
（磐田駅南よりシャトルバス運行予定「福田車庫」下車）

佐久間祭り花火大会

天竜区観光協会佐久間支部　☎053-965-1651
8月24日 (土) １９：３０～２０：１０

天竜川河川敷
（佐久間協働センター近辺）

浜松市
天竜区佐久間町

電車：ＪＲ飯田線「佐久間駅」下車徒歩３分
車：浜松方面から国道１５２を北上。途中、西渡から国道４７
３へ左折、佐久間方面へ約９０分
新東名浜松浜北ＩＣより車で約５０分

湖西湖上花火大会

湖西市観光協会　☎053-576-1230
8月24日 (土) １９：３０～２０：１５ ＪＲ鷲津駅北浜名湖上

湖西市
ＪＲ鷲津駅北

電車：ＪＲ鷲津駅よりすぐ

可睡斎奥ノ院不動尊大祭

可睡斉　☎0538-42-2121

8月28日 (水)
１８：４５～２０：３０

（手筒終了後、仕掛け）
可睡斎 袋井市

バス：JR袋井駅より、可睡齋行・病院経由にて約１０分「可
睡」下車
車：東名袋井ＩＣより車で５分

みさくぼ祭り花火大会

水窪観光協会　☎053-987-2100
9月14日 (土)

１９時台にスタート予定
（約３０分間）

水窪総合体育館前河川敷
浜松市

天竜区水窪町
電車：ＪＲ飯田線「向市場」下車、徒歩５分
車：新東名浜松浜北ＩＣより車で約80分

8月の金･土･日
及び

8月12日～15日
２０：００～２０：０５ 浜名湖パルパル

浜松市
西区舘山寺町

バス：ＪＲ浜松駅バスターミナル１番乗り場より舘山寺線にて
約４５分、「浜名湖パルパル」下車
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