海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所
下津図書館
10月31日㈯
秋の読書週間行事
未就学児から小学生までが、本に出てくる好きな場 （下津町下津500-1）
～11月26日㈭
本をよんで絵をかこう！ 面やキャラクターを自由に描いた絵を展示します。 児童図書館
（日方1525-2）
○万葉ウオーク：名草とべゆかりの神社と故地を回
ります（JR黒江駅→名草神社ほか→JR海南駅）。
万葉ウオークと公演「なぐ
市民交流センター（下津
11月1日㈰
8:30 - 17:00
○公演：（第1部）伝統の踊り大会（塩津いな踊
さとべ」
町下津500-1）
り・つつてんおどり・亀の川念仏踊り）、万葉の歌
と踊り（第2部）KCM5周年記念公演「なぐさとべ」
小・中学生の「マラソンレース」と、小学生が正し
海南ジュニアランニング い走り方や基礎を学ぶため、講師に山本慎吾さん 市民運動場
11月1日㈰
9:00 - 12:30
チャレンジ
（NOBY T&F CLUBコーチ）を招き、「ランニングク （大野中1106）
リニック」を併せて開催します。
講演「対人関係の弱さを持つ子に寄り添う」・話し
合い
市民交流センター
11月1日㈰
13:00 - 16:00 子育てすこやか講演会
○講師：西部美志さん（臨床心理士、特別支援教育 （下津町下津500-1）
士）
海南保健福祉センター
11月4日㈬
10:00 - 11:30 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。
（日方1519-10）
9:00 - 22:00 写真＆人権メッセージ作品
11月6日㈮
市民交流センター
作品テーマ「みんな友だち」
（12日は15時 展
～12日㈭
（下津町下津500-1）
まで）
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
○先着150人に「新商品！蔵出しみかん飴」1袋プレ
ゼント
○体験工房（7日㈯10時～16時）パワーストーン、
物産観光センターかいぶ
11月7日㈯
かいぶつくん秋のキャン スィーツデコ、（8日㈯10時～16時）押し花、陶芸
9:00 - 18:00
つくん（JR海南駅構内）
～13日㈮
ペーン
○女子力UPコーナー（11月7日㈯・8日㈰ 10時～16
（名高187-8）
時）ネイルアート
○特別企画（11月7日㈯） あすなろ作業所出店販
売、似顔絵
大漆器市、地元企業・団体による多様な企画の露 黒江川端通り
第27回紀州漆器まつり
店、特設ステージでの各種イベントなど
（船尾222ほか）
11月7日㈯・8
10:00 - 16:00
生活グッズの展示即売、もれなく当たる景品付抽選
日㈰
総合体育館
第12回家庭用品まつり
会など（8日は15時まで）
（大野中1106）
○地場産業まつり合同開会式 11月7日㈯ 9時～
11月7日㈯・8 10:30 ふれあいシネマ
○7日 「伊豆の踊子」「ぼくらの7日間戦争」
市民交流センター
日㈰
13:30 なつかしの名画会
○8日 「野菊の墓」「時をかける少女」
（下津町下津500-1）
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問い合わせ先
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
海南・万葉の会／劇団KCM
東さん
（☎090-7904-7786）
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）
ほっとスペース
（☎073-492-5030）
総務課秘書係
（☎073-483-8400）
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

株式会社まちづくり海南
（☎073-484-2326）

紀州漆器協同組合
（☎073-482-0322）
海南特産家庭用品協同組合
（☎073-483-6070）
市民交流センター
（☎073-492-4490）

海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

11月7日㈯

14:00 -

山本勝之助商店・山本家
一般公開

11月8日㈰

9:00 - 10:30

軽トラ市

11月8日㈰

9:30 -

11月8日㈰
11月8日㈰

歴史民俗資料館
「ものづくり教室」
おり紙教室
13:30 - 14:30 かわいいキャラクターを創
ろう！
第2回住民センター文化講
13:30 演会

11月9日㈪
～15日㈰

秋季全国火災予防運動

11月10日㈫

14:00 - 15:30 かいなん人権セミナー

11月11日㈬

9:30 - 11:00

11月11日㈬

13:00 - 16:00 有間皇子まつり

11月14日㈯

9:00 -

ファミリー健康体力測定

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

11月16日㈪

14:00 - 16:00

自治会連絡協議会主催
市政懇談会

11月19日㈭

14:00 - 16:00

平成27年度海南海草地域
災害医療研修会

場所

問い合わせ先

山本勝之助商店・山本家 教育委員会生涯学習課
住宅（阪井679）
（☎073-492-0143）
JR海南駅西側広場
（名高187-8）
歴史民俗資料館
（木津233-23）

産業振興課
（☎073-483-8464）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

小学生を対象に、折り紙でかわいいキャラクター作 市民会館
りに挑戦します。
（日方1271-108）

児童図書館
（☎073-483-8739）

マンドリンふれあいコンサートパート2
○出演：和歌山大学マンドリンクラブの皆さん
下記の項目を重点目標として火災予防運動を展開し
ます。
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
講師に和歌山県初のボクシング世界チャンピオン真
道ゴーさんを迎え、「自分らしく生きる～カラダと
ココロは違っても～」と題した講演会を開催しま
す。

住民センター
（沖野々443-5）

住民センター
（☎073-487-1839）

市内全域

消防本部予防課
（☎073-482-0119）

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

市民交流センター
（下津町下津500-1）
有間皇子の慰霊祭や万葉朗唱会、近畿大学名誉教授 藤白神社
の村瀬憲夫先生による講演会などを開催します。 （藤白466）
6歳～79歳までの健康な人を対象に、握力、上体起
海南スポーツセンター
こし、体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び等の種目で
（船尾260-3）
体力測定会を実施します。
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読 下津図書館
み聞かせ
（下津町下津500-1）
「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
読み聞かせ
（日方1525-2）
各自治会からの市政に関するハード、ソフト面の課
海南保健福祉センター
題・要望について、関係各課との懇談を通じ、住み
（日方1519-10）
よい海南とするために開催します。
和歌山県立医科大学救急集中治療部・高度救命救急 国保野上厚生総合病院附
センターから講師を招き、災害時のトリアージにつ 属看護専門学校体育館
いて習得する研修会を開催します。
（紀美野町小畑165-4）

布ぞうりを作りませんか？ 古着等を使った布ぞうり作り教室を開催します。

14:00 - 14:30
11月14日㈯

内容
国の登録有形文化財である山本勝之助商店・山本家
住宅の一般公開を行います。
普段見ることができない建物の内部を見学できま
す。
旬の新鮮な野菜、果物、水産物、それらの加工品の
ほか、スイーツ、団子なども販売します。
小学生以上を対象にした「布をつくろう（手織り体
験）」教室を実施します。
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NPO法人すまいるはうす
（☎073-493-2858）
藤白神社
（☎073-482-1123）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
市民交流課市民交流係
（☎073-483-8455）
海南保健所
（☎073-482-0600）

海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所

11月20日㈮

10:30 - 12:00 絵本読み聞かせ

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）

11月26日㈭

19:00 - 20:30 和歌山県行政報告会

和歌山県知事が県行政の重点施策や各地域の課題、
海南保健福祉センター
トピックスについて説明し、県民の皆さんと直接、
（日方1519-10）
意見交換をします。

11月28日㈯

11:00 - 13:20

第2回和歌山市町村合同公 税金滞納により差し押さえた家電、雑貨などの動産 海南スポーツセンター
売会
の公売を行います。
（船尾260-3）
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問い合わせ先
NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）
和歌山県知事室広報課
（☎073-441-2034）
海草振興局地域振興部企画
産業課（☎073‐441‐
3373）
企画財政課
（☎073-483-8408）
税務課収納係
（☎073-483-8418）

