海南市役所 12月行事予定
日付
12月1日㈫
12月4日㈮

12月4日㈮

12月5日㈯
12月5日㈯
12月6日㈰
12月6日㈰
12月12日㈯
12月12日㈯
12月13日㈰
12月15日㈫
～1月17日㈰
12月16日㈬
～1月17日㈰
12月16日㈬

時間帯

行事名

内容

場所
問い合わせ先
和歌山県自治会館3階305
税務課収納係
税金滞納により差し押さえた不動産の公売を行いま
（和歌山市茶屋ノ丁213:00 - 14:00 不動産公売
（☎073-483-8418）
す。
1）
NPO法人ゆうゆうスポーツク
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
ラブ海南
10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ
ます。
（大野中1106）
（☎073-483-6454）
NHK和歌山放送局
（☎073-424-8111）
出演者：（1本目）平和ラッパ・梅乃ハッパ、和牛 市民交流センター
18:30 - 20:00 NHK上方演芸会
市民交流センター
（2本目）海原はるか・かなた、シンクタンク
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4490）
海南海草地域の障害者が働く事業所が集まり、作業
あすなろ共同作業所
あすなろ共同作業所
10:00 - 14:00 クリスマス感謝祭
所自慢の生産品の販売（パン、焼き菓子、石鹸な
（阪井521）
（☎073-487-5560）
ど）、模擬店、ステージイベントなどを行います。
下津第一中学校の生徒によるおはなし会を開催しま
下津図書館
下津図書館
14:00 中学生によるおはなし会 す。おはなし会終了後、図書館職員による「てあそ
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
び歌」をします。ちょっとしたお土産あり。
ハリーポッターから、ジブリで有名なポルコロッソ
市民交流センター
海南吹奏楽団 岡本さん
13:30 海南吹奏楽団定期演奏会 ～映画紅の豚より～など、馴染み深い曲を中心に演
（下津町下津500-1）
（☎090-6370-4507）
奏します。
第三中学校の生徒によるおはなし会を開催します。
児童図書館
児童図書館
14:00 中学生によるおはなし会 おはなし会終了後、図書館職員による「てあそび
（日方1525-2）
（☎073-483-8739）
歌」をします。ちょっとしたお土産あり。
下津図書館
下津図書館
13:30 - 17:00 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）
（☎073-492-4489）
「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
下津図書館
14:00 - 14:30
み聞かせ
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
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
児童図書館
15:00 - 15:30
読み聞かせ
（日方1525-2）
（☎073-483-8739）
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
産業振興課
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）
（☎073-483-8464）
（平日）
児童書の福袋50セットを用意しています。読んだ後
下津図書館
下津図書館
10:00 - 18:30
おすすめ本の福袋
はご返却をお願いします。
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
（土日祝）
※図書館ポイントラリー2倍対象イベント
9:00 - 17:00
児童書の福袋30セットを用意しています。読んだ後
児童図書館
児童図書館
9:00 - 17:00 おすすめ本の福袋
はご返却をお願いします。
（日方1525-2）
（☎073-483-8739）
※図書館ポイントラリー2倍対象イベント
未就園児とその保護者を対象とした親子工作教室 マリア幼稚園
マリア幼稚園
10:00 - 11:00 マリア幼稚園で遊ぼうよ
「クリスマスリースを作ろう」を開催します。
（日方1273-4）
（☎073-482-2190）
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海南市役所 12月行事予定
日付

時間帯

12月18日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

12月19日㈯

9:30 - 17:00

12月20日㈰

9:30 13:00 -

12月20日㈰

10:00 -

12月20日㈰

13:30 -

12月22日㈫

13:00 -

12月23日㈬

13:00 15:20 -

12月23日㈬

13:30 -

12月26日㈯
～31日㈭

行事名

内容

場所

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）

児童図書館
（日方1525-2）
歴史民俗資料館
小学生以上を対象にした「しめ縄づくり」教室を実 歴史民俗資料館
「ものづくり教室」
施します。
（木津233-23）
煉瓦造りの昭和レトロな建物で行われるコンサート
（17時30分開演）
○黒江煉瓦堂会場：フード＆カフェコーナー、日本
黒江煉瓦堂（船尾166）
黒江煉瓦堂クリスマスコン
酒バー、紀州漆器展示即売会、チェロ演奏体験（無
とその周辺
サート～黒江の響～
料 先着順）
○周辺会場：軒下蚤の市、落語会、黒江行燈プロ
ジェクト、くろめ桶スタンプラリーなど
「うっかりペネロペみんなともだち編」ほか
市民会館
14:40 冬休み映画会
※図書館ポイントラリー2倍対象イベント
（日方1271-108）
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。

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）
児童図書館
（☎073-483-8739）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
黒江まちかどクラシック・
クリスマスコンサート実行
委員会事務局
（☎073-482-0322）

児童図書館
（☎073-483-8739）
公益社団法人 認知症の人と
家族の会和歌山県支部
ファーストガーデン
認知症カフェ
認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交
（名高532-14 海南駅前 （☎073-432-7660）
15:00
～やすらぎカフェ～
換やひと休みできる場です。
高齢介護課地域支援係
一番街商店街）
（☎073-483-8762）
クリスマスソングをメインとした、歌とピアノのコ
市民交流センター
市民交流センター
クリスマスロビーコンサー ンサートを開催します。
（☎073-492-4490）
出演：川上典子さん（ソプラノ）、濵端佳世さん （下津町下津500-1）
ト
（ピアノ）
「怪盗グルーの月泥棒」
市民交流センター
下津図書館
15:05 冬休み映画会
※図書館ポイントラリー2倍対象イベント
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
消防本部・消防署・消防団では、市内全域で警戒活
消防本部総務課
年末消防特別警戒
市内全域
動を実施し、火災の未然防止に努めます。
（☎073-482-0119）
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