海南市役所 １１月行事予定
日付

時間帯

11月1日㈯
～27日㈭

9:00 - 17:00

11月1日㈯

10:00 - 15:00

行事名
秋の読書週間行事
「本を読んで絵を描こ
う！」展示
熊野古道の植物観察

11月1日㈯・2日
10:00 - 16:00
㈰

第26回紀州漆器まつり

11月1日㈯
11月2日㈰

10:00 - 16:00
10:00 - 15:00

第11回家庭用品まつり

11月2日㈰

9:30 -

第10回紀文みかんマラソン

11月2日㈰

13:30 - 15:50

津波防災講演会

内容
小学生以下を対象に、絵本や本を読んで、自由に、
キャラクターや好きな場面を描いた絵を展示しま
す。
熊野古道を歩きながら植物観察を行い、県内の自然
と文化について学びます。
大漆器市、地元企業・団体による多様な企画の露
店、特設ステージでの各種イベントなど
○地場産業まつり合同開会式
11月1日㈯ 9時30分～
生活グッズの展示即売、もれなく当たる景品付抽選
会など

場所

備考

児童図書館

児童図書館
（☎073-483-8739）

JR海南駅～藤白峠

和歌山県立自然博物館
（☎073-483-1777）

温山荘公園

紀州漆器協同組合
（☎073-482-0322）

総合体育館

大東小学校をスタート・ゴールとする下津町周辺
コースで、小学生以上を対象とした全16区分、最長 大東小学校とその周辺
10.9㎞のコースからなります。
基調講演「巨大津波想定に向かい合う防災を考え
る」
市民交流センター
講師：片田 敏孝さん（群馬大学大学院教授）
和歌山県内の図書館で初開催。
自分が読み終えた本を参加者におすすめし、自分が 市民交流センター
読みたい本と交換する。

海南特産家庭用品協同組合
（☎073-483-6070）
海南市体育事業実行委員会
事務局（教育委員会生涯学
習課内）
（☎073-492-3364）
和歌山県総合防災課
（☎073-441-2271）
下津図書館
（☎073-492-4489）

11月3日㈪・㈷ 14:00 - 16:00

ブクブク交換

11月4日㈫

海南市文化表彰式

文化の発展に業績を残した方を表彰します。

海南下津高等学校事務室
（☎073-492-2136）

海南保健福祉センター

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

10:00 - 11:30

海南保健福祉センター

総務課秘書係
（☎073-483-8400）

11月7日㈮
11月8日㈯

8:30 - 15:00
9:30 - 14:00

海南下津高校文化祭

○7日（保護者のみに公開） 体育館での舞台発
表、やぶしんによるライブコンサートなど
○8日（地域・保護者に公開） 生徒による模擬
海南下津高等学校
店、食物科の生徒によるレストランの開設、生徒作
品の展示、茶道部の生徒によるお茶席など

11月7日㈮

10:00 - 11:30

人権ふれあい写経の会

お話し・説明・写経

11月8日㈯
～13日㈭

8:30 - 17:15

写真＆人権メッセージ作品
作品テーマ「ひとりじゃないよ」
展
人権啓発ポスター展
海草地方児童・生徒の応募作品の展示

海南保健福祉センター

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

奈久智王子跡～藤白神
社・藤白王子
藤白神社・藤白王子～阿 市民会館（中央公民館）
（☎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

11月8日㈯
11月15日㈯

9:00 - 12:00

11月22日㈯
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海南市役所 １１月行事予定
日付

時間帯

行事名

11月8日㈯
～14日㈮

9:00 - 18:00

かいぶつくん秋のキャン
ペーン

11月8日㈯

9:30 -

歴史民俗資料館
「ものづくり教室」

14:00 - 14:30
11月8日㈯

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

11月9日㈰
～15日㈯

秋季全国火災予防運動

11月9日㈰

9:00 - 12:00

5万5千人みんなで訓練！
～海南市防災訓練～

11月9日㈰

11:00 - 12:00

軽トラ市

11月16日㈰

13:30 - 16:30

有間皇子まつり

11月10日㈪

13:40 - 15:00

11月13日㈭

14:00 - 15:30

11月15日㈯

11:00 - 17:30

11月16日㈰

14:30 - 15:35

内容
○プレゼント 先着150人に「山椒飴1袋」
○体験工房（11月8日㈯・9日㈰ 10時～16時） パ
ワーストーン、スイーツデコ、押し花、陶芸
○女子力UPコーナー（11月8日㈯ 10時～16時）
ネイルアート
小学生以上を対象とする「布をつくろう（手織り体
験）」教室を開催します。
「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
「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
①住宅防火対策の推進
②特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
③タンクローリー車等の街頭検査
○第1部
・訓練①身を守る安全行動（市内全域）
・訓練②津波避難訓練（沿岸部）、安否確認訓練
（内陸部）
○第2部 避難所運営訓練等（重点地区）
農家の皆さんが手塩にかけた新鮮な野菜、果物、農
産物の加工品、話題のスイーツ、団子などを販売し
ます。
慰霊祭（13時30分～）にはじまり、紀伊万葉朗唱会
（14時～）、万葉の歌と伝統の踊り（14時30分～）
を行います。
万葉展や万葉衣装撮影会なども催します。オープン
カフェや模擬店もあります。

場所

物産観光センターかいぶ 株式会社まちづくり海南
つくん（JR海南駅構内） （☎073-484-3233）
歴史民俗資料館
下津図書館1階
児童図書館2階

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）

市内全域

消防本部予防課
（☎073-482-0119）

市内全域

危機管理課
（☎073-483-8406）

JR海南駅西側広場

産業振興課
（☎073-483-8464）

藤白神社

藤白神社
（☎073-482-1123）

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
亀川公民館
す。
広げよう～
講演
・テーマ：「高齢者の人権について～いきいきと人
海南保健福祉センター
生をおくるために～」
かいなん人権セミナー
・講師：市野 弘さん（和歌山県健康生きがいづく
りアドバイザー協議会事務局長）
長谷川一夫、右太右衛門、千恵蔵 往年の大スターの共
演
懐かしの名画会
①銭形平次捕物控 人肌蜘蛛（82分） 11時～
市民交流センター
②旗本退屈男（108分） 13時～
③赤穂浪士（150分） 15時～
本とあそぼう「全国訪問 ○キャラバンカー見学（キャラバンカーに搭載され
市民交流センター
おはなし隊」～しもつと た本の自由読書）
○おはなし会（市民交流センター1階 展示室）
しょかんのまき～
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備考

高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

市民交流センター
（☎073-492-4490）
下津図書館
（☎073-492-4489）

海南市役所 １１月行事予定
日付

時間帯

行事名

11月18日㈫

14:00 - 17:00

自治会連絡協議会主催
市政懇談会

11月22日㈯

10:00 - 14:00

秋空のもと農業で交流のひ
と時を

11月24日㈪・㈷ 13:30 -

住民センター文化講演会

11月24日㈪・㈷ 13:30 -

第41回和歌山県少年少女合
唱団合同演奏会

11月29日㈯

10:00 - 11:30

国体競技カローリングに挑
戦！

11月29日㈯

13:30 - 15:30

第21回市民公開健康講座

11月30日㈰

13:30 -

第26回海南吹奏楽団定期演
奏会

11月30日㈰

7:00 - 19:00

和歌山県知事選挙

内容
市政に対して、各自治会よりハード、ソフト面に対
して関係部・課との懇談を通じて住みよい海南とす
るために開催する。
農業・農村を支援するボランティア活動を通じ、耕
作放棄地の解消や農村との交流を行います。
作業内容：タマネギ苗植え付けと関連する作業
イングリッシュ・ハンドベルコンサート
～天使のささやきをあなたに～
1部 花・星・雪を奏でる
2部 クリスマスソング集
出演：谷本ファミリーの皆さん
青少年の健全な育成と交流を促進するとともに、和
歌山県の合唱活動や文化振興に貢献することを目的
に行います。
小学生程度から高齢者までが対象の実技指導と競技
体験を行います。
テーマ：これからの「生き方と逝き方」
1部 市民フォーラム「自分での看取りを家族と共
に考える」
2部 講演「住み慣れた場所で穏やかに逝く方法」
講師：坂口 健太郎 医師
ようかい体操第一、テレサテン、アナと雪の女王な
ど、幅広いジャンルの曲を演奏します。
和歌山県知事選挙の投票日
（東畑地区の投票時間のみ当日の18時まで）
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場所

備考

海南保健福祉センター

市民交流課市民交流係
（☎073-483-8455）

東畑地区の畑

和歌山県農業農村整備課
（☎073-441-2943）

住民センター

住民センター
（☎073-487-1839）

海南保健福祉センター

海南児童合唱団 矢田さん
（☎090-5053-6762）

拝待体育館

NPO法人すまいるはうす
（☎090-7340-5765）

海南保健福祉センター

健康課
（☎073-483-8441）

市民交流センター

海南吹奏楽団 岡本さん
（☎090-6370-4507）

投票所 市内47箇所
開票所 総合体育館

選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8770）

