海南市役所 10月行事予定
日付

時間帯

9月2日㈬
～10月11日㈰

行事名
秋の読書週間行事
本をよんで絵を描こう！

内容
未就学児から小学生までを対象に、本に出てくる好
きな場面やキャラクターを自由に描いた絵を募集し
ます。
募集した絵は、10月31日㈯～11月26日㈭の間、各図
書館で展示します。
洋画、日本画、写真、書道、工芸・手芸の各部門
に、市内・海草郡在住、または在勤の人、在学の高
校生が出品し、展示会を開催します。
○オープニングセレモニー 3日㈯ 11時～

場所

問い合わせ先

下津図書館
（下津町下津500-1）
児童図書館
（日方1525-2）

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

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

美術展実行委員会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-0143）

銃剣道（全種別）

総合体育館
（大野中1106）

国体推進室
（☎073-483-8629）

作品展、記念邦楽演奏など
（終日、庭園・本館の入場無料、駐車場無料）

琴ノ浦温山荘園
（船尾370）

日本拳法

拝待体育館
（下津町下津500-1）

海南市文化協会
（☎073-483-0822）
和歌山県日本拳法連盟
橋爪 健二さん
（☎073-492-2228）

10月3日㈯
10月4日㈰
10月5日㈪

9:00 - 17:00
（初日は12時
第11回海南市美術展
から、最終日
は15時まで）
8:25 - 17:45
紀の国わかやま国体
9:00 - 16:45
正式競技
9:00 - 16:30

10月3日㈯

13:30 - 15:00 文化協会 秋季遊宴会

10月4日㈰

10:00 -

10月5日㈪
～15日㈭
10月26日㈪
～30日㈮

海南保健福祉センター
（日方1519-10）
8:30 - 17:15 認知症に関するパネル展示
下津行政局
（下津町丸田217-1）
下津図書館
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などを無償提供します。
（下津町下津500-1）
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読 下津図書館
14:00 - 14:30
み聞かせ
（下津町下津500-1）
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 児童図書館
15:00 - 15:30
読み聞かせ
（日方1525-2）
18:00 【宵宮】太鼓屋台宮入り、獅子舞奉納
伊勢部柿本神社
柿本神社 秋祭
【本祭】大幟立て・獅子舞・みこし渡御、獅子舞奉納（14
（日方600）
12:30 時30分頃から燦々公園にて）
旬の新鮮な野菜、果物、水産物、それらの加工品の JR海南駅西側広場
9:00 - 10:30 軽トラ市
ほか、スイーツ、団子なども販売します。
（名高187-8）
みかん発祥の地といわれる橘本神社で行われる祭
橘本神社
13:00 - 15:00 みかん祭り
り。みかんの豊作と商売繁盛を願い、みかんやケー
（下津町橘本125）
キ、巨大みかんまんじゅうなどが奉納されます。

10月3日㈯
～11日㈰

10月10日㈯
10月10日㈯
10月10日㈯
10月11日㈰
10月11日㈰
10月11日㈰

紀の国わかやま国体
デモンストレーションス
ポーツ
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高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
下津図書館
（☎073-492-4489）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
伊勢部柿本神社
（☎073-482-1466）
産業振興課
（☎073-483-8464）
橘本神社
（☎073-494-0083）

海南市役所 10月行事予定
日付

時間帯

10月11日㈰

12:30 - 15:00 泣き相撲（奉納花相撲）

10月11日㈰

13:00 -

宇賀部神社 秋祭

10月12日㈪

8:45 -

海南市のスポーツ少年団の交流活動の促進を図ると
市民運動場
海南市ジュニアスポーツ交
ともに、子どもの体力向上をめざし、スポーツ交流
（大野中1106）
流会
大会を開催します。

10月12日㈪

10月15日㈭

行事名

体験スポーツ種目
ファミリースポーツ体験ス ソフトバレーボール、カローリング、フライングディスク、 総合体育館
10:00 （大野中1106）
フリーブロー、ヒットだ！ターゲット、キックターゲット
タンプラリー
（予定）
浄化槽に関しての手続きや、施工及び維持管理等に 海南保健福祉センター
19:00 - 20:00 浄化槽管理講習会
ついての理解を深めることを目的に開催します。 （日方1519-10）

10月16日㈮

10:30 - 12:00 絵本読み聞かせ

10月17日㈯

9:30 - 17:00

10月17日㈯

10月18日㈰
10月18日㈰
10月18日㈰

内容
場所
江戸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カ月～3歳の子ど
山路王子神社
もが土俵で泣きながら相撲を取る奉納花相撲は「泣
（下津町市坪269）
き相撲」と呼ばれ、毎年100人以上の参加者でにぎ
わいます。
宇賀部神社
子供みこし渡御、奉納太鼓
（小野田917）

誰でも無料で参加できる絵本の読み聞かせを開催し 総合体育館
ます。
（大野中1106）

リサイクル・ブックフェア 汚損や内容が古くなった本などを無償提供します。

児童図書館
（日方1525-2）

○第1回「男と女の標語コンテスト」入賞者表彰式
かいなん人権フェスティバ ○講演「共に生きる社会へ～報道現場からの報告」 市民交流センター
13:30 （下津町下津500-1）
講師：藪本雅子さん
ル2015
（元日本テレビアナウンサー・記者）
境内でお祓いした獅子が舞を奉納したあと、釜祓い
藤白神社
8:00 - 15:30 藤白神社 秋祭り
の古事にならって氏子中をまわり、街の辻々で舞を
（藤白448）
披露します。
JR海南駅をスタートし、途中、国宝「長保寺」をはじめと
JR海南駅～熊野古道～市
第20回「熊野古道わくわく
する寺社仏閣、熊野古道の王子跡を訪ねて、最終、市
8:00 民交流センター
ハイク」
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
市民交流センター東側駐
いつもの場所を飛び出して、下津町へ出張します。
車場
11:00 - 16:00 出張開催！軽トラ市
（同時開催「第20回熊野古道わくわくハイク」）
（下津町下津500-1）
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問い合わせ先
山路王子神社
（☎073-494-0455）
宇賀部神社
（☎073-487-3285）
海南市スポーツ少年団指導
者協議会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-3364）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
環境課
（☎073-483-8456）
NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）
児童図書館
（☎073-483-8739）
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）
藤白神社
（☎073-482-1123）
熊野古道わくわくハイク実
行委員会（産業振興課内
☎073-483-8461）
産業振興課
（☎073-483-8464）

海南市役所 10月行事予定
日付

10月18日㈰

時間帯

10:00 - 15:00

10月18日㈰

10:00 -

10月18日㈰

13:00 - 17:00

行事名

内容

第11回海南市民健康まつり

健康チェック、健康相談、AED講習・実演、お楽しみコー
ナー

海南保健福祉センター
防災相談、消防車と遊ぼうコーナー、ちびっ子消防隊員 （日方1519-10）
第33回防災フェスティバル コーナー、起震車による地震体験、防災グッズ展示コー
ナー、住宅耐震無料相談、消火体験コーナーほか
栽培カフェ
サツマイモほり

大崎公民館 文化祭
10月19日㈪

9:00 - 17:00

10月21日㈬

10:00 - 16:00 行政相談所 開設

10月22日㈭

13:00 - 15:00

10月24日㈯
10月25日㈰
10月26日㈪

13:25 - 17:30
紀の国わかやま大会
10:00 - 17:00
正式競技
9:00 - 12:30

10月24日㈯・
25日㈰

10月24日㈯・
25日㈰
10月25日㈰

10月28日㈬

場所

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

子育てひろばサポーターの皆さんが大切に育てたサツ 北野上公民館
マイモを、親子で掘り出します。
（原野326-3）
大崎公民館
（下津町大崎312-1）
大崎会館
（下津町大崎297-7）
行政相談週間（10月19日～25日）に合わせて、行政 海南保健福祉センター
相談員による相談所を開設します。
（日方1519-10）
認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交
海南保健福祉センター
換やひと休みできる場です。
（日方1519-10）
○交流会「認知症介護についてお話しましょう」
作品・写真・資料展示（大崎会館）、体験教室、映画会
（公民館）、公民館カフェ

バレーボール（知的障害者の部）

総合体育館
（大野中1106）

○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
市民交流センター
品展示、陶芸体験教室、茶房、喫茶、模擬店
9:00 - 16:30
第60回海南市下津総合文化
拝待体育館
○第2会場（拝待体育館）
（25日は16時
祭
幼稚園・保育所園児作品展、小中高等学校児童生徒 （下津町下津500-1）
まで）
作品展、生きがい教室・文化自主サークル・一般作
品展
秋の読書週間行事
図書館へ怪盗Xから届いた3つのミッション（指令） 下津図書館
10:00 - 16:00 図書館探偵に挑戦！
に挑戦します。
（下津町下津500-1）
～怪盗Xからの挑戦状～
9:30 歴史民俗資料館
小学生以上を対象とした「まが玉作り」教室を実施 歴史民俗資料館
13:00 「ものづくり教室」
します。
（木津233-23）
多くの親が抱える悩みを、この連続講座で前向きに
解決します。仲間づくりとうまくゆくしつけ、の両
市民会館
仲間と学ぶ
方が得られる良い機会です。
10:00 - 12:00
（日方1271-108）
うまくゆく子どものしつけ
○対象者：2歳～小学校低学年の子どもがいるお母
さん
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問い合わせ先
健康課
（☎073-483-8441）
消防本部警防課
（☎073-483-8713）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
大崎公民館
（☎073-492-2110）
市民交流課
（☎073-483-8455）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
国体推進室
（☎073-483-8629）

文化祭実行委員会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-0143）

下津図書館
（☎073-492-4489）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
子育て推進課児童係
（☎073-483-8430）

海南市役所 10月行事予定
日付
10月31日㈯
11月1日㈰
10月31日㈯

時間帯
行事名
10:00 - 17:00
日方公民館 第35回文化祭
10:00 - 15:00
中央公民館
「ふるさと（知る・想う・
10:00 - 12:00
創る）講座」～海南市の歴
史を知ろう～

内容
場所
作品展、海南中学校吹奏楽部による演奏（31日13時 日方公民館
30分～）、特設コーナー（青空市場、模擬店）
（日方839）

問い合わせ先
日方公民館
（☎073-482-6865）

「新田の別荘―琴ノ浦温山荘―現地見学」
○講師：矢倉嘉人さん

市民会館
（☎073-482-2507）
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琴ノ浦温山荘園
（船尾370）

