海南市役所 10月行事予定
日付

時間帯

行事名

10月1日（月）

10:00 -

今年のかいなんお菓子まつりは10月を“お菓子月間”として開催し、
かいなんお菓子まつりオープニン 市内の参加店に行くとそれぞれ特典がもらえます。1日に海南駅前 JR海南駅
グセレモニー
にてオープニングセレモニーを行い、橘本神社宮司によるイベントの （名高187-8）
成功祈願を行います。

10月7日（日）

9:00 - 15:00

A・GA・RAマルシェ

安くて新鮮な季節の野菜や、おいしいと話題の食べ物、ハンド JR海南駅西側広場
メイド雑貨など、たくさんのお店が出店します。
（名高187-8）

海南市観光協会
（☎073-483-8461）

10月7日（日）

12:30 - 神事
13:30 - 泣き
相撲

泣き相撲（奉納花相撲）

江戸時代中期からある行事と伝えられ、県指定無形民俗文化財
に指定されています。生後4か月～3歳の赤ちゃんや幼児が土俵 山路王子神社
で泣きながら相撲を取る奉納花相撲は、泣き相撲と呼ばれ、毎 （下津町市坪269）
年100人以上で賑わいます。

山路王子神社
（☎073-494-0455）

10月8日（月）

10月8日（月）

10月13日（土）

内容

場所

問い合わせ先
鱧の街・菓子の街海南プロ
ジェクト実行委員会事務局
（☎073-492-4300）

海南市スポーツ少年団指導
者協議会
9:00 - 開会式 海南スポーツフェスティバル
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-3364）
琴ノ浦 温山荘園 野外特 琴ノ浦温山荘園
13:30 - 16:00 秋の遊宴2018in琴ノ浦温山荘園 和太鼓、よさこい、歌謡ショー、抽選会など
設会場(船尾370）
（☎073-482-0201）
下津図書館
下津図書館
14:00 - 14:30
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読み聞かせ
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
絵本のよみかたり会
児童図書館
児童図書館
15:00 - 15:30
「ぐりとぐらの会」の皆さんによる紙芝居や絵本の読み聞かせ
（日方1271-75）
（☎073-483-8739）
海南市のスポーツ少年団の交流活動促進と地域における活動の
総合体育館
活性化を図るため、親睦交流を図るとともに指導者間の情報交
（大野中1106）
換の場、子どもの体力向上に寄与することを目的とします。

市民交流センター展示室 下津図書館
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）

10月13日（土）

13:30 -

リサイクル・ブックフェア

内容の古い本などを無償提供します。

10月14日（日）

8:00 -

藤白神社秋祭り

境内でお祓いした獅子が舞を奉納したあと、釜祓いの古事にな 藤白神社
らって氏子中をまわり、街の辻々で舞を披露します。
（藤白448）

藤白神社
（☎073-482-1123）

10月14日（日）

13:00 - 15:00 みかん祭り

みかん発祥の地といわれる橘本神社で行われる祭り。みかんの 橘本神社
豊作と商売繁盛を願い、みかんやお菓子などが奉納されます。 （下津町橘本125）

橘本神社
（☎073-494-0083）

第36回防災フェスティバル
10月14日（日）

10:00 - 15:00
第14回海南市民健康まつり

防災相談、消防車と遊ぼう、ちびっ子消防隊員、起震車による地震
体験、防災グッズ展示、屈折梯子車試乗、住宅耐震無料相談、消火
体験ほか
海南保健福祉センター
（日方1519-10）
健康チェック、健康相談、大腸がんクイズラリー、減塩コーナー、AED
講習、体験コーナー、出店コーナーなど
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海南市消防本部警防課
（☎073-483-8713）
海南市健康課
（☎073-483-8441）

海南市役所 10月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所

10月18日（木）

13:30 - 15:30

認知症カフェ
～ナラティブカフェ～

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換やひと休み
ハニーホーム東雲2階
できる場です。認知症のご本人やその家族、地域の人、専門職等ど
（小野田1633-13）
なたでも参加できます。ピザを焼いて交流会を行います。

10月20日（土）

13:00 - 17:00 避難所運営リーダー養成講座

10月20日（土）

13:30 - 開場
14:00 - 開会
16:00 - 閉会

大規模災害時の避難所運営を円滑にすることを目的に、避難所運
営を疑似体験できる避難所運営ゲーム（ＨＵＧ）などを実施します。

海南市役所3階 会議室３
海南市危機管理課
Ａ
（☎073-483-8406）
（南赤坂11番地）

地域のみなさんの医療や健康に対する意識や知識の向上、健康づ
海南保健福祉センター
海南医療センター市民公開講座 くりのお手伝いとして各診療科の医師より様々な角度からお話しま
（日方1519-12）
す。分かりやすく、ためになる講座を目指してお届けします。

（20日）
10月20日（土）・ 10:00 - 17:00
平成30年度公民館文化祭
（21日）
21日（日）
10:00 - 15:00

日方公民館
（日方839）

作品展示、模擬店など

問い合わせ先
NPO法人紀伊の風
（☎073-487-0446）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）

海南医療センター地域連携
室（☎073-483-8785）

日方公民館
（☎073-482-6865）
鱧の街・菓子の街海南プロ
ジェクト実行委員会事務局
（☎073-492-4300）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

10月21日（日）

11:00 - 16:00

かいなんお菓子まつり（お菓子 約30店舗の人気店が大集合し、お菓子の販売や子供向けの読み聞 JR海南駅西側広場周辺
を楽しむ日）
かせ等を行います。
（名高187-8）

10月21日（日）

9:30 13:00 -

まが玉づくり

小学生以上を対象にした「まが玉づくり」教室を実施します。

公益社団法人 認知症の人
と家族の会和歌山県支部
（☎073-432-7660）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

歴史民俗資料館
（木津233-23）

10月23日（火）

13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換やひと休
専念寺内の寄り合い所
みできる場です。認知症のご本人やその家族、地域の人、専門
（名高297）
職等どなたでも参加できます。認知症予防体操、認知症相談。

10月26日（金）

10:00 -

栽培カフェ
サツマイモ掘り

子育てひろばサポーターの皆さんが大切に育てたサツマイモを親子 北野上公民館
で掘り出します。
（原野326－3）

10月27日（土）・ 10:00 28日（日）
(巽11:00 -)

10月27日(土）・
28日（日）

平成30年度公民館文化祭

9:00 - 16:30
（29日は16時 第63回海南市下津総合文化祭
まで）

大野公民館
（大野中600-2）
亀川公民館
（且来272）
巽公民館
（阪井274）
中野上公民館
（野上中167-5）

作品展示、模擬店など

○第1会場（市民交流センター）
小学生金管バンド発表、各種団体舞台発表、各種作品展示、陶
市民交流センター
芸体験教室、茶房、喫茶、模擬店
拝待体育館
○第2会場（拝待体育館）
（下津町下津500-1）
幼稚園・保育所園児作品展、小中高等学校児童生徒作品展、生
きがい教室・文化自主サークル・一般参加作品展
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大野公民館
（☎073-483-5150）
亀川公民館
（☎073-483-5282）
巽コミュ二ティセンター
（☎073-487-4753）
中野上公民館
（☎073-487-4726）
文化祭実行委員会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-0143）

