海南市役所 1月行事予定
日付

時間帯

行事名

1月1日㈮

0:00 -

藤白の獅子舞

1月1日㈮

0:00 11:00 -

古代米の甘酒のふるまい

1月1日㈮
8:00 - 18:00
～3日㈰
1月1日㈮・2日
9:00 - 16:00
㈯
1月3日㈰

9:00 - 12:40

1月9日㈯
～11日㈪

1月10日㈰
1月10日㈰
1月10日㈰
1月11日㈪㈷
1月14日㈭
～21日㈭
1月14日㈭

書初会（毛筆・硬筆）

第10回初蹴交流会2016

えびす祭

場所

問い合わせ先

藤白神社
（藤白466）

藤白神社
（☎073-482-1123）

春日神社
（大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

海南スポーツセンター
（船尾260-3）

NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）

伊勢部柿本神社
（日方600）

伊勢部柿本神社
（☎073-482-1466）

下津図書館
（下津町下津500-1）
絵本のよみかたり会
児童図書館
15:00 - 15:30
（日方1525-2）
JR海南駅西側広場
9:00 - 10:30 軽トラ市
（名高187-8）
総合体育館
（大野中1106）
9:00 消防出初式
式典および一斉放水訓練を実施します。
わんぱく公園
（大野中995-2）
晴れやかなスタートを切る新成人の皆さんをお祝い 市民交流センター
13:30 成人を祝う会
するため、「成人を祝う会」を開催します。
（下津町下津500-1）
市役所前（日方1525-6）
市役所前をスタート、市民運動場をゴールとする
8:30 第59回海南市駅伝競走大会
～市民運動場（大野中
コースで開催します。
1106）
市内の中学生が描いた選挙啓発に関するポスターを 市民交流センター
9:00 - 22:00 選挙啓発ポスター展
展示します。
（下津町下津500-1）
概ね60歳以上の市民を対象にラジオ体操を実施しま 大崎会館
13:30 - 14:00 みんなでラジオ体操
す。
（下津町大崎297-7）

14:00 - 14:30
1月9日㈯

春日お火まつり

内容
除夜の鐘を合図にかがり火のもと、神前で元旦の初
舞が奉納されます。
藤白の獅子舞は上皇、法皇が熊野御行のおり披露さ
れた里神楽が起源とされ、県指定無形民俗文化財に
も指定されています。
春日神社で毎年、栽培している古代米を使った甘酒
を、無料で先着800人にふるまいます。
正月3ケ日、「どんと」の火を焚き、その煙を身体
に当て、1年の健康を祈念する祭りです。
小・中学生を対象とした書初会を開催します。硬筆
は幼稚園児も参加できます。
2度のサッカーワールドカップの日本代表選手とし
て世界で活躍してきた海南の英雄、駒野友一選手と
地域の子どもたちとの交流会を開催します。
フットサルの交流試合、キックターゲット、ボック
スシュート、リフティング・ハイ
年のはじめに商売繁盛を祈願する「十日恵比寿」の
お祭りです。宵えびす、十日恵比寿、残りえびすと
3日間行われ、福笹、吉兆を授与します。
「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居の読み聞か
せを実施します。当日の年齢層に話を合わせます。
「ぐりとぐらの会」の皆さんによる紙芝居や絵本の
読み聞かせを実施します。
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。
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下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
産業振興課
（☎073-483-8464）
消防本部警防課
（☎073-483-8713）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8770）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）

海南市役所 1月行事予定
日付

1月20日㈬

内容
2月21日㈰に開催される第15回和歌山県市町村対抗
ジュニア駅伝競走大会に向け、海南市選手団が結成
され、壮行式を行います。
京阪神や東京、新潟、北海道に向けて、しもつみか
しもつみかんキャンペーン
んのＰＲを行うキャンペーン隊の結団式を行いま
10:00 - 12:00
隊 結団式
す。
13:00 - 15:00
みそ伝承塾～手作り味噌に 海南市生活研究グループ連合会の皆さんを講師に迎
11:00 挑戦～
え、手づくり味噌づくり教室を行います。
15:00 9:00 - 12:00

1月22日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

1月23日㈯
～29日㈮

8:30 - 17:15

1月14日㈭
1月17日㈰
1月18日㈪
1月19日㈫

1月24日㈰
1月24日㈰

1月26日㈫

時間帯

行事名
市町村対抗ジュニア駅伝競
18:00 - 19:00 走大会 海南市選手団結団
壮行式

市内の中学生が描いた選挙啓発に関するポスターを
展示します。
第35回婦人会チャリティー 地域を中心に活躍している婦人会会員によるチャリ
12:30 - 16:00
芸能大会
ティー芸能大会を開催します。
厚生労働省老健局職員による基調講演、公益財団法
みんなで創ろう助け合い社
人 さわやか福祉財団による講演、パネルディス
13:00 - 16:00
会フォーラム IN 海南
カッションを開催します。
法隆寺金堂壁画が焼損した1月26日（昭和24年）を
「文化財防火デー」と定め、全国的に文化財の保護
を目的とした防火運動が展開されます。
文化財防火デー
消防本部では、市内の神社・仏閣などの国、県、市
指定文化財の立入検査および消防訓練を計画してい
ます。
13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

1月29日㈮

10:00 -

栽培カフェ～大根引き～

1月31日㈰

10:00 - 16:00 日本酒BAR

問い合わせ先

総合体育館
（大野中1106）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）

ファーマーズマーケット
産業振興課
とれたて広場
（☎073-483-8464）
（重根418）
農村婦人の家
（重根453-3）

産業振興課
（☎073-483-8464）

海南保健福祉センター
（日方1519-10）
市民会館
（日方1271-108）

NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）
選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8770）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

高齢介護課
（☎073-483-8760）

市内重要文化財

消防本部予防課
（☎073-483-8711）

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）

選挙啓発ポスター展

1月26日㈫

場所

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）
換やひと休みできる場です。
高齢介護課地域支援係
一番街商店街内）
（☎073-483-8762）
子育てひろばサポーターの皆さんが大切に育てた大
北野上公民館
教育委員会生涯学習課
根を家族で楽しく収穫します。大根料理や温かい汁
（原野326-3）
（☎073-492-3349）
物も堪能できます。
長久・紀伊国屋文左衛門・超超久を代表とする中野
中野BC株式会社
中野BC株式会社
BCの日本酒が勢揃い！日本庭園のある酒蔵、中野BC
（藤白758-45）
（☎073-482-1236）
にて「日本酒BAR」を開催します。
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