海南市役所 ８月行事予定
日付

時間帯

行事名

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

オープン

9:00 - 17:00

8月1日㈯

9:30 13:00 -

8月1日㈯

12:30 -

8月2日㈰

14:00 - 15:30 夏休み映画会

8月7日㈮

10:30 - 12:00 絵本読み聞かせ

8月8日㈯

9:00 - 16:00

下駄市関連イベント
「下駄づくり体験」

14:00 - 14:30
絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30
8月9日㈰

8:30 - 10:30

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

色とりどりの風鈴が涼しい音色を奏でる市内の神社
などをスタンプラリーで巡ります。
○出発式イベント 8月1日㈯9時～ うるわし館
第6回かいなん夢風鈴まつり （紀州漆器伝統産業会館）にて開催します。
わんだーらんどによる漫才、県立海南高校の生徒た
ちによる夢書道パフォーマンス、カイナンマンヒー
ローショー、風鈴蒔絵体験
小学生以上を対象とした夏休み工作教室を開催しま
ものづくり教室
す。
腰に「ちの輪」を吊り下げて、輪になって踊りま
夏祭「ちの輪踊り」
す。夏越しの祓のお祭りです。

8月1日㈯
～15日㈯

8月8日㈯

内容
場所
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 和歌山県立自然博物館
質や、和歌山に特有の水生昆虫、採集方法等を紹介 （船尾370-1）
します。

軽トラ市

問い合わせ先
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）

かいぶつくん（物産観光
かいなん夢風鈴まつり実行
センター）、うるわし館
委員会事務局（海南商工会
（紀州漆器伝統産業会
議所内 ☎073-482-4363）
館）、市内10神社

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
春日神社
春日神社（大野中1056）
（☎073-483-7547）
市民交流センター
下津図書館
劇場版 トムとジェリーの大冒険（日本語吹き替え）
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
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 研修室
ラブ海南
ます。
（大野中1106）
（☎073-483-6454）
下駄市実行委員会事務局
黒江防災コミュニティセ （黒江防災コミュニティセ
下駄に鼻緒をつける体験（1時間程度）
ンター（船尾222-21） ンター内 ☎073-4835220）
「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1階
下津図書館
み聞かせ
（下津町下津500-1）
（☎073-492-4489）
「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2階
児童図書館
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
ほか、スイーツ、団子なども販売します。
（名高187-8）
（☎073-483-8464）
※7月～9月のみ開催時間を変更します。
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歴史民俗資料館
（木津233-23）

海南市役所 ８月行事予定
日付

8月13日㈭

8月13日㈭

時間帯

行事名

内容
○盆踊り、吹奏楽演奏、みこしコンテスト、スト
リートパフォーマンス、エーワッショーダンス、国
体炬火イベント（きいちゃんダンス）、ゲストス
15:00 - 21:00 第23回ふるさと海南まつり
テージほか
○日用家庭用品・漆器などの販売（特産市）、企
業・団体による出店・露店
○マイギリ式による火おこし、集火式
紀の国わかやま国体海南市
○海南きいちゃんキャラバン隊による「国体・大会
17:30 - 17:45
炬火イベント
ダンス」の披露

場所

問い合わせ先

JR海南駅西側広場、海南 ふるさと海南まつり実行委
員会事務局（産業振興課内
駅北駐車場など
☎073-483-8460）
（名高187-8ほか）

ふるさと海南まつりのス
国体推進室
テージ上（JR海南駅西側
（☎073-483-8629）
広場）（名高187-8）
下駄市実行委員会事務局
○ゆかた姿カラオケ大会、黒江つつてん踊りや和太
黒江川端通りとその周辺 （黒江防災コミュニティセ
- 22:00 下駄市
鼓、南中ソーランの披露、音楽ライブなど
ンター内 ☎073-483（船尾222ほか）
○下駄の展示・販売、企業・団体による出店・露店
5220）
塩津のいな踊り保存会 南
県指定無形民族文化財である塩津いな踊りなどを、 塩津みなと広場
方さん
- 21:00 塩津地区盆踊り
参加者とともに踊ります。
（下津町塩津384）
（☎073-492-3015）
○アートバルーンプレゼント、子どもタップダン
下津ふるさとまつり実行委
下津小学校運動場
ス、国体PRイベント、仮面ライダードライブ
員会事務局（下津行政局内
- 20:30 下津ふるさとまつり
（下津町下津477）
ショー、一般出演、盆踊り、お楽しみ抽選会
☎073-492-1212）
○地元企業・団体による出店・露店
夏休みは子育てひろばの会場を飛び出して、普段見
子育てひろば
和歌山県立自然博物館 教育委員会生涯学習課
自然博物館バックヤードツ られない自然博物館のバックヤード見学会を開催し
（船尾370-1）
（☎073-492-3349）
ます。
アー
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 研修室
ラブ海南
- 12:00 絵本読み聞かせ
ます。
（大野中1106）
（☎073-483-6454）
○健康相談（骨量測定、血管年齢と肥満度チェッ
ク、脳年齢の測定ほか）
住民センター
○大腸がんクイズラリー（クイズとアンケート） 住民センター
- 14:00 住民センター健康まつり
（☎073-487-1839）
○無料体験コーナー（輪投げ、ミニボーリング） （沖野々443-5）
○お楽しみコーナー（綿菓子、かき氷などの販売、
スーパーボールすくい、型ぬきほか）

8月14日㈮

18:00

8月15日㈯

19:00

8月16日㈰

17:00

8月21日㈮

10:00

8月21日㈮

10:30

8月22日㈯

10:00

8月22日㈯

10:00 - 17:00
婦人会作品展

8月23日㈰

10:00 - 16:00

8月23日㈰

9:00 - 12:00

普通救命講習

地域を中心に活動している婦人会員による作品展を
海南保健福祉センター
開催します。巽婦人会による「かわいいピエロのス
（日方1519-10）
トラップ作り」の実習もあります。
応急手当の正しい知識と技術を習得するため、心肺 防災研修センター
蘇生法やAED（自動体外式除細動器）を用いた講習 （消防本部3階）
（日方1294-13）
会を行います。
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教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
海南消防署救急係
（☎073-482-0119）

海南市役所 ８月行事予定
日付
8月23日㈰
8月29日㈯
8月29日㈯
8月30日㈰
8月30日㈰
8月30日㈰

時間帯

行事名

内容
場所
おりがみで、紀の国わかやま国体・大会マスコット
市民交流センター
夏休み行事「おりがみでき
キャラクター「きいちゃん」や、「ちゅうがえりう
14:00 - 15:30
（下津町下津500-1）
いちゃんをおろう！」
ま」、「ふえペンギン」などの作品を作ります。
JR下津駅周辺
8:30 紀州路クリーン大作戦
JR下津駅周辺の道路清掃
（下津町下津756-8）
①15:00 国宝善福院 秋ロマンシ
国宝善福院釈迦堂
フォルクローレ（アンデスの音楽）の演奏
②18:30 リーズ
（下津町梅田271）
別所・扱沢・東畑地区、南野上地区、加茂地区、仁
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 各重点地区
9:00 る防災訓練
の避難について訓練を行います。

問い合わせ先
下津図書館
（☎073-492-4489）
管理課（☎073-483-8489）
下津DHCクラブ
（☎080-8323-1067）
危機管理課
（☎073-483-8406）

西日本旅客鉄道株式会社和
ICカード乗車券利用可能な きのくに線の4駅（宮前～海南駅」）において、IC
JR海南駅（名高187-8） 歌山支社
駅拡大に伴う記念式典
カード乗車券が利用可能となる
（☎073-425-6091）
自衛隊和歌山地方協力本部
進学・就職を検討している15歳以上の人を対象に、 市民会館（中央公民館）
有田募集案内所
10:00 - 16:00 自衛隊種目説明会
自衛隊各種目の説明会を開催します。
（日方1271-108）
（☎0737-82-6631）

10:00 -
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