海南市役所 １０月行事予定
日付
10月1日㈬
10月8日㈬
10月23日㈭
10月31日㈮

時間帯
8:30 - 10:00
10:00 - 11:30
13:30 - 15:00
13:30 - 14:00

行事名

内容

みんなでラジオ体操
概ね60歳以上の市民を対象にラジオ体操を実施しま
～ラジオ体操で元気の輪を
す。
広げよう～

来年の紀の国わかやま国体開催に先立って、ライフ
9:00 - 17:15 紀の国わかやま国体
ル射撃競技の競技別リハーサル大会として、「平成
10月3日㈮～5
(5日は15時45 ライフル射撃競技リハーサ 26年度全日本社会人ライフル射撃競技選手権大会兼
日㈰
分まで)
ル大会
紀の国わかやま国体ライフル射撃競技リハーサル大
会」を開催します。
部門：洋画、日本画、写真、書道、工芸・手芸
9:00 - 17:00
○開会セレモニー 10月4日 10時～
10月4日㈯
（4日は11時か
第10回海南市美術展
○生花展 10月11日㈯ 9時～17時、12日㈰ 9時～15
～12日㈰
ら、12日は15
時
時まで）
○呈茶 10月12日㈰ 9時～15時
大須賀自治会、海南下津高等学校との合同で、地区
防災訓練の一環として、炊き出し訓練を開催しま
10月5日㈰
14:00 - 16:00 防災訓練及び炊き出し訓練
す。
炊き出し（おにぎり・味噌汁）、アルファ米の試食
市内在住の男性を対象に、食生活改善推進員が皆さん
10月7日㈫
10:00 - 13:00 男性のための料理教室
の健康な食生活のお手伝いをします。
10月14日㈫
○第10回「男と女の声」入賞者表彰式
○講演
かいなん人権フェスティバ ・テーマ：「報道と人権～情報化社会を生きる～」
10月11日㈯
13:30 ル2014
・講師：杉尾秀哉さん（TBSテレビ報道局 解説・
専門記者室長）
○人権擁護委員による人権相談（13時～16時）
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読
14:00 - 14:30
み聞かせ
10月11日㈯
絵本のよみかたり会
「ぐりとぐらの会」の皆さんによる紙芝居や絵本の
15:00 - 15:30
読み聞かせ
10月11日㈯
18:00 【宵宮】太鼓屋台宮入り、獅子舞奉納
柿本神社 秋祭
【本祭】大幟立て・獅子舞・みこし渡御、獅子舞奉
10月12日㈰
12:30 納（14時頃から日方公民館にて）
境内でお祓いした獅子が舞を奉納したあと、釜祓い
の古事にならって氏子中をまわり、街の辻々で舞を
披露します。
10月12日㈰
8:00 - 16:00 藤白神社 秋祭り
8:00～奉納獅子舞（境内、町内など）
10:00～16:00フリーマーケット（境内）
15:00～奉納獅子舞（境内）
農家の皆さんが手塩にかけた新鮮な野菜、果物、農
10月12日㈰
9:00 - 11:00 軽トラ市
産物の加工品、話題のスイーツ、団子などを販売し
ます。
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場所
多田集会所
下津港湾防災会館
海南保健福祉センター
重根広場
和歌山県ライフル射撃場
（高津1181）
和歌山県立貴志川高等学
校体育館（紀の川市貴志
川町長原400）

備考
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）

国体推進室
（☎073-483-8629）

海南保健福祉センター

美術展実行委員会
（教育委員会生涯学習課内）
（☎073-492-0143）

燦燦公園

海南海草調理師会事務局
（☎073-483-8825）

海南保健福祉センター

健康課
（☎073-483-8441）

市民交流センター

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

下津図書館1階
児童図書館2階

下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）

柿本神社

伊勢部柿本神社
（☎073-482-1466）

藤白神社

藤白神社
（☎073-482-1123）
（☎073-482-1200）

JR海南駅西側広場

産業振興課
（☎073-483-8464）

海南市役所 １０月行事予定
日付

時間帯

行事名

10月12日㈰

12:30 -

泣き相撲

10月12日㈰

13:00 - 15:00 みかん祭

10月13日㈪・㈷ 9:00 -

海南市ジュニアスポーツ交
流大会

10月16日㈭

19:00 - 20:00 浄化槽管理講習会

10月18日㈯

13:30 - 15:35

平成26年度「子ども・若者
育成支援県民大会」

10月18日㈯

14:00 -

山本勝之助商店、山本家
一般公開

10月19日㈰

8:00 -

第19回熊野古道わくわくハ
イク

10月19日㈰

11:00 - 16:00 出張開催！軽トラ市
第10回海南市民健康まつり

10月19日㈰

10:00 - 15:00
第32回防災フェスティバル

内容
江戸中期からある行事と伝えられ、県指定の無形民
俗文化財「花相撲」。
生後4カ月～3歳の男の子が土俵で泣きながら相撲を
取る奉納花相撲は、毎年100人以上の参加者でにぎ
わいます。
12:30～神主による神事（30分）
13:00～奉納獅子舞（50分）
14:00～奉納花相撲（泣き相撲）※受付12:00
みかん発祥の地といわれる下津町橘本の橘本神社で
行われる祭り。みかんの豊作と商売繁盛を願い、み
かんやケーキ、巨大みかんまんじゅうなどが奉納さ
れます。
スポーツ少年団の交流活動促進と地域における活動
の活性化を図るため、親睦交流を図るとともに指導
者間の情報交換の場、子どもの体力向上に寄与する
ことを目的に実施します。
浄化槽に関しての手続きや、施工及び維持管理等に
ついての理解を深めることを目的に開催します。
○式典 「青少年健全育成知事感謝状」及び「県青
少年育成協会会長表彰」等贈呈、「子ども・若者育
成支援強調月間」知事メッセージ伝達式
○地域の育成力を考えるフォーラム
テーマ「つなげよう 次世代へ育成の力を」
国の登録有形文化財である山本勝之助商店・山本家
住宅内部の見学会を開催します。
また、住宅内で、市内の発掘調査で見つかった縄文
時代・弥生時代・古墳時代の土器や石器などの展示
も行います。
JR海南駅をスタートし、途中、国宝「長保寺」をは
じめとする寺社仏閣、熊野古道の王子跡を訪ねて、
最終、市民交流センターをゴールとするコースをハ
イキングするイベントです。
いつものJR海南駅から下津町へ出張します。
同時開催「第19回熊野古道わくわくハイク」
市民の健康づくりのきっかけとなるよう、健康機器
による健康チェックや健康相談、健康講座など、食
事・運動・休養など知識の普及を実施します。
消防自動車に触れる、起震車による地震体験、消火
体験、展示コーナーなど。
健康まつりと同時開催。
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場所

備考

山路王子神社

山路王子神社
（☎073-494-0455）

橘本神社

橘本神社
（☎073-494-0083）

市民運動場
市民会館

海南市スポーツ少年団代表
者連絡協議会（教育委員会
生涯学習課）
（☎073-492-3364）
環境課
（☎073-483-8456）

市民交流センター

和歌山県青少年・男女共同
参画課
（☎073-441-2502）

山本勝之助商店
山本家

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-0143）

熊野古道わくわくハイク実
JR海南駅～熊野古道～市
行委員会（産業振興課内）
民交流センター
（☎073-483-8461）
市民交流センター東側駐 産業振興課
車場
（☎073-483-8464）
健康課
（☎073-483-8441）
海南保健福祉センター
消防本部警防課
（☎073-483-8713）

海南市役所 １０月行事予定
日付

時間帯

行事名

10月19日㈰

11:00 - 12:00
認知症への理解を深めるための講座を、海南市民健
認知症サポーター養成講座
海南保健福祉センター
13:00 - 14:00
康まつりにて開催します。

10月20日㈪

10:00 - 16:00 「行政相談所」開設

10月25日㈯

10:00 -

栽培カフェ
サツマイモほり

10月25日㈰・26
10:00 - 16:00 図書館ナゾとき
日㈰
10月25日㈯

10:00 - 11:30

11月8日㈯
11月15日㈯

9:00 - 12:00

内容

場所

行政相談週間（10月20日～26日）に合わせて、行政
相談員による相談所を開設します。
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、親子で掘り出します。
受付カウンターで配布する冊子に掲載している図書
館や本に関するナゾを解いていく。
内容は小学生向け。
講義「熊野古道と王子について」
講師：山添 高道さん

14:00 - 16:00 こども図書館員
9:30 13:00 -

下津図書館

下津図書館
（☎073-492-4489）

市民会館（中央公民館）

小学校5・6年生が対象で、図書館の仕事を体験しま
児童図書館
す。

小学生以上を対象とする「まが玉づくり」教室を開
催します。
○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
9:00 - 16:30
10月25日㈯・26
第59回海南市下津総合文化 展示、陶芸体験教室、茶房、喫茶、模擬店
（26日は16時
日㈰
祭
○第2会場（拝待体育館）
まで）
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・一般作品展
五色台聖苑増築工事 竣工 火葬炉と式場の建設工事が完了し、11月1日より供用開
10月27日㈪
13:30 式
始される五色台聖苑の竣工式が行われます。
10月26日㈰

北野上公民館（集合場
所）

奈久智王子跡～藤白神
市民会館
社・藤白王子
藤白神社・藤白王子～阿 （☎073-482-2507）
弥陀寺・橘本王子跡
阿弥陀寺・橘本王子跡～
蕪坂塔下王子跡

「熊野古道散策」講座
～ふるさと講座「知る・想
現地説明と見学
う」編～
講師：山添 高道さん

11月22日㈯
10月25日㈯

海南保健福祉センター

備考
海南市地域包括支援セン
ター
（☎073-483-8762）
市民交流課
（☎073-483-8455）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

歴史民俗資料館
「ものづくり教室」
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児童図書館
（☎073-483-8739）

歴史民俗資料館

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

市民交流センター
拝待体育館

文化祭実行委員会
（教育委員会生涯学習課内）
（☎073-492-0143）

五色台聖苑
環境課
（紀美野町国木原577-4） （☎073-483-8456）

