海南市役所 ６月行事予定
日付

時間帯

行事名
内容
人権擁護委員による街頭啓 人権尊重思想の普及高揚のために街頭啓発活動を実
6月1日㈪
11:00 - 11:30
発活動
施します。
四季折々の年中行事等の説明、晴れ（非日常で特に
6月3日㈬～
特別展 温故「四季と晴 めでたいとき）の行事の紹介やそれらに関係する品
翌年3月31日 9:00 - 16:30
れ」
等を展示します。
㈭
休館日：毎週月・火曜日と12月29日～1月3日
地元婦人会の協力を得て、海南下津高等学校生徒会
6月3日㈬
15:30 花いっぱい運動
役員とボランティア参加の生徒が、共同して花植え
を行い、美化意識の向上と地域への貢献を図る。
10:00 - 16:00 歯・口の健康に関する図画・
6月6日㈯・7日
作品展示のほか、無料歯科検診・相談、無料フッ化物
7日は15時ま ポスター、啓発標語コンクー
㈰
塗布、口腔内カメラ撮影、ブラッシング指導、人形劇
で
ル展
国の登録有形文化財である山本勝之助商店・山本家
山本勝之助商店・山本家一 住宅の一般公開を行います。
6月6日㈯
14:00 般公開
普段見ることができない建物の内部を見学できま
す。
6月7日㈰
危険物の保安に関する意識の高揚と啓発を目的に実
危険物安全週間
～13日㈯
施します。
中野BC全ラインナップの梅酒をフードとともに味わ
6月7日㈰
10:00 - 16:00 梅酒BAR2015
うイベントを開催します。
中古の昔、海南地方で勢力を誇っていた地方豪族10氏
の末裔たちが集う祭典で、十番頭末裔の人が狩衣を着
6月7日㈰
10:00 大塔宮十番頭祭
て、祝詞を奏上します。
中世史講座「護良親王と在地武士－赤松氏との関係を
中心に」も開催します。
紀の国わかやま大会
6月7日㈰
10:35 - 16:00
バレーボール（知的障害者の部）
リハーサル大会
主な演奏曲
○思議の国のアリス
6月7日㈰
16:00 第24回馬鈴薯音楽会
○Tomorrow(ミュージカル『アニー』より)
※ゲストコーラス：海南市立第三中学校吹奏楽部
○松田聖子コレクション
見学会展示商品名：災害用組立トイレ ベンクイッ
6月9日㈫
11:00 - 12:00 災害時トイレ実物見学会
ク
社会を明るくする運動推進 犯罪や飛行、罪を犯した人たちの厚生に理解を深
6月12日㈮
14:00 委員会（メッセージ伝達 め、犯罪や非行のない明るい地域社会を気づくため
式）
のメッセージ伝達式
田植え体験・無農薬水田生き物観察会・餅つき＆試
6月13日㈯
10:00 孟子田植え体験
食会
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場所
問い合わせ先
スーパーセンターオークワ 市民交流課人権推進係
海南店、松源下津店
（☎073-483-8439）
歴史民俗資料館

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

JR加茂郷駅前、海南下津 海南下津高等学校
高等学校
（☎073-492-2136）
海南保健福祉センター

海南歯科医師会 溝端歯科
（☎073-483-7171）

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）
市内全域
中野BC株式会社

消防本部予防課
（☎073-482-0119）
中野BC株式会社
（☎073-482-1236）

春日神社（大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

総合体育館

国体推進室
（☎073-483-8629）

JR海南駅西側広場
海南吹奏楽団 岡本さん
※雨天時は物産観光セン
（☎090-6370-4507）
ター(JR海南駅構内)
旧市民病院駐車場

危機管理課
（☎073-483-8406）

海南保健福祉センター

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

孟子里山公園

わんぱく公園
（☎073-484-5810）

海南市役所 ６月行事予定
日付
6月13日㈯
6月14日㈰
6月14日㈰
6月14日㈰

時間帯

行事名

内容
「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
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
旬の新鮮な野菜、果物、水産物、それらの加工品の
9:00 - 11:00 軽トラ市
ほか、スイーツ、団子なども販売します。
小学生以上を対象とした木工作（どんぐりころこ
9:30 ものづくり教室
ろ）教室を開催します。
平成27年度第1回世界遺産 演題：世界文化遺産と熊野参詣道―紀伊路
13:00 - 15:00
セミナー
講師：吉田 昌生（藤白神社宮司）

6月19日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

6月20日㈯

10:00 - 11:30 子育てひろば合同運動会

6月21日㈰

8:45 -

下津スポーツクラブ
ソフトバレーボール大会

6月27日㈯

13:30 -

かいなん男と女のつどい

6月28日㈰

9:30 - 12:00

紀の国わかやま国体・大会
海南市競技会100日前イベ
ント

6月28日㈰

13:30 -

文化講演会

6月28日㈰

13:30 -

浄国寺くすのきコンサート
～懐かしい歌 こころの歌
めぐり～

6月30日㈫

9:00 - 16:00

夏越大祓

6月30日㈫

19:00 -

大祓

場所
下津図書館1階
児童図書館2階
JR海南駅西側広場
歴史民俗資料館
海南保健福祉センター

未就園児を対象に絵本の読み聞かせを実施します。 総合体育館研修室
幼稚園・保育所に入る前の子どもたちが集まって、
楽しく汗を流します。
最大24チームによるバレーボール大会を開催しま
す。
アマデウス大西さんによる講演とピアノ演奏
※オープニング 海南きいちゃんキャラバン隊によ
る国体・大会ダンス
○各競技の体験・クイズスタンプラリー
○ふるまい鍋
○トランポリンのトップアスリート来訪
桂文福師匠が痛快な語りで笑いに引き込みます。ま
た、市内別所出身の千田やすしさんが腹話術を披露
します。
ピアノ伴奏に合わせて、ソプラノ歌手2人によるコ
ンサートを開催します。
○演奏曲 ・滝廉太郎による3つの歌
・世界の歌 ・懐かしい風景・心の歌
・ふるさと讃歌「紀州路100曲」より
半年間に心身ともについた災厄を祓うお祭り。
人形の奉納・タオル授与・芽の輪くぐり（6月30日
～7月7日）
境内に「ちの輪」を設置し、早朝から輪くぐりをす
る参拝者もいます。知らず知らずに犯した罪や汚れ
を大祓の形代に託して神社に納めます。
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拝待体育館
拝待体育館

問い合わせ先
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
産業振興課
（☎073-483-8464）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
和歌山県世界遺産センター
（☎0735-42-1044）
NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
NPO法人下津スポーツクラブ
（☎090-9887-8711）

市民交流センター

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

総合体育館

国体推進室
（☎073-483-8629）

住民センター

住民センター
（☎073-487-1839）

浄国寺本堂（黒江976）

浄国寺
（☎073-482-1293）

宇賀部神社
（小野田917）

宇賀部神社
（☎073-487-3285）

伊勢部柿本神社
（日方600）

伊勢部柿本神社
（☎073-482-1466）

