海南市役所 ７月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容
「社会を明るくする運動」海南市実行委員会により、街
頭啓発活動を実施します。

7月1日㈬

7:00 -

街頭啓発活動

7月3日㈮

10:00 -

人権ふれあい写経の会

7月5日㈰

9:00 -

海南市防災訓練

7月7日㈫

6:00 - 18:00

祇園まつり

7月7日㈫

5:30 -

祇園祭・七夕

7月10日㈮

19:00 18:30 14:00 - 14:30

7月11日㈯

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

7月12日㈰

8:30 - 10:30

軽トラ市

7月12日㈰

9:30 13:00 -

ものづくり教室

7月12日㈰

13:30 -

第11回海南市公民館大会

7月17日㈮

9:30 -

「海の日」記念行事

7月18日㈯
～8月30日㈰

9:30 - 17:00

特別展「水辺で生きる昆
虫」

7月18日㈯
～8月31日㈪

10:00 - 17:00 温山荘プール

問い合わせ先
市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）
市民交流課人権推進係
お話・説明・写経
（☎073-483-8439）
全市民を対象とした訓練で、沿岸部は津波からの避
危機管理課
市内全域
難訓練、内陸部は安否確認訓練を実施します。
（☎073-483-8406）
各家庭に飾りつけをした七夕飾りを焼納する儀式が
春日神社
春日神社（大野中1056）
あり、遠方からも多くの参拝者が訪れます。
（☎073-483-7547）
伊勢部柿本神社
伊勢部柿本神社
しめ縄の授与、七夕笹奉納。
（日方600）
（☎073-482-1466）
全国でも珍しい大作り物の展示や獅子舞の奉納が行
伊勢部柿本神社
われます。落語寄席（10日）、紙芝居、カラオケ大
（日方600）
会（11日）も開催します。

夏祭
7月11日㈯

場所
JR海南駅・加茂郷駅・下
津駅前、スーパーなど
海南保健福祉センター
（日方1519-10）

オープン

「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
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。
※7月～9月のみ開催時間を変更します。
小学生以上を対象とした「土鈴づくり」教室を開催
します。
公民館関係者が集い、公民館活動のより一層の充実
をめざし、講演会を開催するとともに、公民館職員
等の表彰を行います。
海上安全祈願祭、下津小学校児童による金管バンド
パレード、海上保安庁によるヘリコプターのホバリ
ング等を行います。
県に分布する水生昆虫を標本、画像等を用いて、幅
広く展示するとともに、身近な水生昆虫の意外な性
質や、和歌山に特有の水生昆虫、採集方法等を紹介
します。

下津図書館1階
（下津町下津500-1）
児童図書館2階
（日方1525-2）

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

JR海南駅西側広場
（名高187-8）

産業振興課
（☎073-483-8464）

歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

市民会館（中央公民館） 教育委員会生涯学習課
（日方1271-108）
（☎073-492-3349）
下津港湾防災会館管理事務
下津港湾防災会館前
所（☎073-492-0565）
（下津町下津3066-16）
管理課（☎073-483-8489）
和歌山県立自然博物館
（船尾370-1）

大人（高校生以上）210円、小人（小・中学生）100
温山荘プール
円、幼児（0歳以上の未就学児）50円
（船尾396）
※期間中定休日なし
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伊勢部柿本神社
（☎073-482-1466）

和歌山県立自然博物館
（☎073-483-1777）
市民温水プール
（☎073-483-8731）
温山荘プール（期間中の
み）
（☎073-483-8471）

海南市役所 ７月行事予定
日付

時間帯
9:00 -

7月19日㈰
13:30 7月19日㈰
7月20日㈪㈷

7月19日㈰
7月19日㈰

行事名

内容

場所

巽小学校
別所・扱沢・東畑地区、南野上地区、加茂地区、仁 （重根1203）
地域防災活動支援事業に係
義地区を重点地区とし、風水害による土砂災害から
る第2回防災研修会
の避難について研修を行う。
南野上公民館
（次ヶ谷80）

JR海南駅西側広場に、理想の街をイメージした空想
海南市まちづくりイベント 商店街が出現します。フード・雑貨屋・服屋等、選
JR海南駅西側広場
「ARCADE～僕らの理想の商 び抜かれた約40店が出店します。
（名高187-8）
店街～」
プロのヒップホップユニット「スモール・サーク
11:00 - 18:00
ル・オブ・フレンズ」のライブも開催します。
11:00 - 21:00

3月に沖縄県で開催された「第7回沖縄国際映画祭」
地域発信型映画
に出品した作品。映画上映のほか、メイキングシー 伊勢部柿本神社参集殿
13:00 「ISHICHI」プレミア上映
ン（エキストラ部分）上映、監督や出演キャストな （日方600）
会
どの舞台挨拶なども開催します。
市民会館（中央公民館）
13:30 - 14:30 夏の映画会
「かわいいミッフィー」「ねこざかな」
（日方1271-108）

7月20日㈪㈷

13:00 -

7月24日㈮

17:00 - 21:00 日限万灯会

7月25日㈯

14:00 - 14:30
9:00 -

7月26日㈰
13:30 -

こども祭

紙芝居、お買い物体験、ビンゴゲームなど

且来八幡神社
（且来1316）

問い合わせ先
危機管理課
（☎073-483-8406）

アーケードプロジェクト実
行委員会事務局
（☎073-488-4169）

海南青年団体連絡会議事務
局（☎073-495-2573）
児童図書館
（☎073-483-8739）
且来八幡神社
（☎073-482-3532）

LED並びにローソクを灯し、地蔵堂にて安全祈願し 浄土寺（日限地蔵）
ます。夜店等も出ます。
（鳥居284）

浄土寺（日限地蔵）
（☎073-482-0243）

下津第一中学校卒業生・海南下津高等学校の生徒に
市民交流センター
よる「おはなし会」を開催します。図書館職員によ
（下津町下津500-1）
る手あそび歌も行います。

下津図書館
（☎073-492-4489）

加茂川小学校
別所・扱沢・東畑地区、南野上地区、加茂地区、仁 （下津町小松原23）
地域防災活動支援事業に係
義地区を重点地区とし、風水害による土砂災害から
る第2回防災研修会
の避難について研修を行う。
旧仁義小学校
（下津町引尾756-1）

危機管理課
（☎073-483-8406）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

高校生による「おはなし
会」

7月26日㈰

10:00 -

子育てひろば番外編
子育てひろばサポーターが育てたトウモロコシとプ 北野上公民館集合
トウモロコシとプチトマト
チトマトを、応募のあった家族15組が収穫します。 （原野326-3）
の収穫

7月26日㈰

13:30 - 15:30

夏休み工作教室「ペンたて
小学生を対象とした工作教室を開催します。
をつくろう！」
2 / 3 ページ

市民会館（中央公民館） 児童図書館
（日方1271-108）
（☎073-483-8739）

海南市役所 ７月行事予定
日付

時間帯

行事名

7月28日㈫
～30日㈭

13:30 - 16:00 ふるさと講座「創る」編

7月30日㈭

11:00 - 12:00 舞台裏探検隊

7月30日㈭

9:50 - 17:00

7月31日㈮

10:00 - 16:00

防火管理資格講習会

内容
場所
問い合わせ先
親子共同「荷造り紐（カラー）クラフト」制作講座
市民会館（中央公民館） 市民会館
応募のあった親子10がバッグの制作活動を行いま
（日方1271-108）
（☎073-482-2507）
す。
普段見ることができない舞台裏の見学会を実施しま 市民交流センター
す。
（下津町下津500-1）

市民交流センター
（☎073-492-4490）

防火管理に関する専門的な知識を習得し、事業所の 防災研修センター
防火管理に関するリーダーを育成することを目的と （消防本部3階）
する。
（日方1294-13）

消防本部予防課
（☎073-482-0119）
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