海南市役所 6月行事予定
日付

時間帯

6月1日㈮

7：30

6月1日㈮～
平成3１年3月
31日㈰

9:00 - 16:30

行事名
内容
人権擁護委員による街頭 人権尊重思想の普及高揚のために街頭啓発活動を実
啓発活動
施します。
特別展「くらしの玉手箱」

国の登録有形文化財である山本勝之助商店、山本家
山本勝之助商店、山本家
住宅の一般公開を行います。今回は普段見ることの
一般公開
できない、建物の内部を見学していただけます。
主な演奏曲
第２７回馬鈴薯音楽会
①ディズニー・ファンティリュージョン②コパカバーナ③ＡＢ
ＢＡ ＧＯＬＤ

6月2日㈯

14:00 -

6月3日㈰

16:00 -

6月3日㈰

9:00 - 16:00

熊野古道わくわくハイク

6月3日㈰

9:00 - 10:30

Ａ・ＧＡ・ＲＡマルシェ

6月3日㈰

10:00 - 16:00 黒江めった祭り

6月3日㈰

10:00 - 16:00 梅酒BAR

6月3日㈰-9日
㈯

危険物安全週間
14:00 - 14:30
絵本のよみかたり会

6月9日㈯

おもちゃや遊び道具、郷土玩具、趣味・娯楽の品々が展
示されます。

15:00 - 15:30

場所
ＪＲ海南駅、加茂郷駅前
歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

山本勝之助商店
（阪井679）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-0143）

ＪＲ海南駅西側広場
（名高187-8）
※雨天時は中止

海南吹奏楽団
岡本さん
（☎090-6370-4507）

語り部さんの解説を聞きながら、熊野古道を歩きます。
ＪＲ海南駅集合
コース：ＪＲ海南駅～黒江の町並み～温山荘園～熊野街
藤白・黒江周辺
道～中野ＢＣ梅酒ＢＡＲ
地元の農産物、海産物を生産者が軽トラックで直接
販売します。
めだかを通じて海南市黒江地区のレトロな街歩きを楽しん
でいただくイベントです。
紀州南高梅にこだわった梅酒を、フードや音楽とと
もに味わうイベント。
危険物の保安に関する意識の高揚のために啓発活動を
実施します。
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読
み聞かせを実施します。
「ぐりとぐらの会」の皆さんによる紙芝居や絵本の
読み聞かせを実施します。

問い合わせ先
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

JR海南駅西側広場
（名高187-8）
黒江地区周辺
中野BC株式会社
（藤白758-45）
市内全域
下津図書館 ２階
（下津町下津500-1）
児童図書館 2階
（日方1525-2）
市民交流センター
（下津町下津500-1）

海南市観光協会
（☎073-483-8461）
産業振興課
（☎073-483-8461）
黒江めった祭り実行委員会
（☎073-495-2573）
中野BC株式会社
（☎073-482-1236）
消防本部予防課
（☎073-483-8711)
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
下津図書館
（☎073-492-4489）

6月9日㈯

13:30 -

リサイクルブックフェア

汚損や内容が古くなった本等を無償提供します。

6月10日㈰

10：00 -

大塔宮十番頭祭

中古の昔、海南地方で勢力を誇っていた地方豪族10氏の 春日神社
末裔たちが集うまつり。海南中世史講座も開かれます。 （大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

6月10日㈰

14:00 -

第1回防災研修会

自治会・自主防災会会長、自治会連合会長、市内在住防 海南保健福祉センター
災士等を対象に風水害を題材とした研修会を行います。 （日方1519-10）

危機管理課
（☎073-483-8406)

6月10日㈰

9:30 -

木工作（魚つり）

小学生以下を参加対象として木工作をします。
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歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

海南市役所 6月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

6月13日㈬

15:00 -

花いっぱい運動

地元の婦人会の協力を得て、海南下津高校生徒会役員 JR加茂郷駅前・海南下津
海南下津高等学校
とボランティア参加の生徒が共同して花植えを行い、美化 高等学校
（☎073-492-2136)
意識の向上と地域への貢献を図ります。
（下津町丸田87）

6月14日㈭

19:00 -

地域防災活動支援事業に
係る第1回防災研修会

大崎・下津（一部除く）地区を重点地区とし、津波からの避
海南市民交流センター
難について研修会を行います。

6月16日㈯

9:30 - 17:00

リサイタルブックフェア

汚損や内容が古くなった本等を無償提供します。

6月17日㈰

10:00 -

市民総合スポーツ大会 水
市民総合スポーツ大会として、水泳競技が行われます。
泳競技大会

6月17日㈰

14：00 -

「少年メッセージ２０１８」海
草地方大会

6月23日㈯

10:00 - 11:30

子育てひろば
会

6月23日㈯

場所

児童図書館
（日方1525-2）
市民温水プール

海南市、紀美野町にある９つの中学校の代表生徒による 海南市民会館
少年メッセージ和歌山県大会の予選。
（日方1271－108）

合同運動 幼稚園・保育所に入る前の子どもとその保護者や家族が 海南スポーツセンター
集まって、大玉ころがしなどをして楽しみます。
（船尾260-3）

13：30-（開演） 男と女のつどい

問い合わせ先

危機管理課
（☎073-483-8406)
児童図書館
（☎073-483-8739）
市民温水プール
(☎073-483-8731)
海草地方青少年育成推進員
等連絡協議会事務局
（☎073-441-3353）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、
性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮するこ 市民交流センター
とができる男女共同参画社会の実現に向け、みんなで努 （下津町下津500-1）
力し、連携を深める目的で開催します。

市民交流課
（☎073-483-8439)

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

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）

6月26日㈫

13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

6月28日㈭

13:30 - 14:00

犯罪や非行、罪を犯した人たちの更生に理解を深め犯罪
社会を明るくする運動推進
や非行のない明るい地域社会を築くためのメッセージ伝 市長室
委員会（メッセージ伝達式）
達式。

6月30日㈯

10:30 －(下津
行政局)
地域防災活動支援事業に
15:00 -（市民 係る第2回防災研修会
交流センター）

大崎・下津（一部除く）地区を重点地区とし、津波からの避 下津行政局
難について研修会を行います。
市民交流センター
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市民交流課
（☎073-483-8439)

危機管理課
（☎073-483-8406)

