海南市役所 10月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容
場所
先人たちが知恵と工夫で作ってきた見事な「竹製品」等
に触れていただき、「竹」の価値、存在の大きさを再認
6月1日（水）～
歴史民俗資料館
識してみませんか。
平成29年3月 9:00 -16:30
特別展「竹の民族と文化」
（木津233-23）
展示内容：竹を素材とした一昔前の工芸品、日用品、
31日（金）
農漁業用具、文具、学期、玩具などの展示
下津図書館
未就学児から小学生までを対象に、本に出てくる好
9月1日（木）
（下津町下津500-1）
秋の読書週間行事
きな場面やキャラクターを自由に描いた絵を募集し
～10月9日
児童図書館
本をよんで絵をかこう！
ます。
（日）
（日方1525-2）
秋の遊宴in琴ノ浦温山荘園 13時～14時30分 海南文化協会 公演会 つつてん 琴ノ浦 温山荘園 野外特
10月1日（土） 15:00 -18:00
2016
踊りがあります。
設会場(船尾370）
洋画、日本画、写真、書道、工芸・手芸の各部門
海南保健福祉センター
に、市内・海草郡在住、または在勤の人、在学の高
10月1日（土）
多目的ホール
9:00 -17:00
第12回海南市美術展
校生が出品し、展示会を開催します。
～9日（日）
（日方1519-10）
○オープニングセレモニー 1日㈯ 10時～
10月5日（水）
食生活改善推進員が、皆さんの健康な食生活のお手 海南保健福祉センター
10:00 - 13:00 男性のための料理教室
伝いをします。
（日方1519-10）
10月12日（水）
10月5日（水）
家でもできるからだを使った親子のふれあいあそび
総合体育館
～12月14日
15:00 -16:00 幼児親子体操教室
の方法やトランポリンや平均台にも挑戦します。※
(大野中1106）
（水）
11月23日は休み
10月6日（木）
小さなお子さんがいるとなかなか運動もままならな 総合体育館
～ 12月22日 10:00 -11:00 親子ヨガ教室
いママにとって朗報です。
(大野中1106）
（木）
「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
14:00 - 14:30
み聞かせ
（下津町下津500-1）
10月8日（土）
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2階
15:00 - 15:30
読み聞かせ
（日方1525-2）
境内でお祓いした獅子が舞を奉納したあと、釜祓い
藤白神社
10月9日（日） 8:00 - 16:00 藤白神社 秋祭り
の古事にならって氏子中をまわり、街の辻々で舞を
（藤白448）
披露します。
地元の農産物、海産物を生産者が軽トラックで直接販 JR海南駅西側広場
10月9日（日） 9:00-10:30
軽トラ市
売します。
（名高187-8）
JR海南駅をスタートし、途中、地蔵峯寺をはじめとする
熊野古道わくわくハイク 寺を訪ねます。中野BCでは、酒蔵見学＆体験をお楽し JR海南駅～熊野古道～中
10月9日（日） 9:00 -16:00
みいただき、最終、JR海南駅をゴールとするコースをハ 野BC～JR海南駅
秋の部コースA
イキングするイベントです。
江戸中期からある行事と伝えられ、県指定無形民俗
文化財に指定されています。生後4カ月～3歳の子ど
山路王子神社
10月9日（日） 12:30 - 15:00 泣き相撲（奉納花相撲） もが土俵で泣きながら相撲を取る奉納花相撲は「泣
（下津町市坪269）
き相撲」と呼ばれ、毎年100人以上の参加者でにぎ
わいます。
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問い合わせ先
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
琴ノ浦温山荘園
（☎073-482-0201）
美術展実行委員会事務局（教
育委員会生涯学習課内）
（☎073-492-0143）
健康課
（☎073-483-8441）
生涯学習課
（☎073-492-3349）
生涯学習課
（☎073-492-3349）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
藤白神社
（☎073-482-1123）
産業振興課
（☎073-483-8464）
熊野古道わくわくハイク実
行委員会（産業振興課内）
（☎073-483-8461）
山路王子神社
（☎073-494-0455）
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日付

時間帯

10月9日（日）

13:00 - 15:00 みかん祭り

10月10日（月） 9:00 -

10月14日（金） 19:00 -21:00

行事名

内容

場所

みかん発祥の地といわれる橘本神社で行われる祭
橘本神社
り。みかんの豊作と商売繁盛を願い、みかんやケー
（下津町橘本125）
キ、巨大みかんまんじゅうなどが奉納されます。

海南市のスポーツ少年団の交流活動促進と地域にお
ける活動の活性化を図るため、市内の児童生徒が一
海南市スポーツ少年団指導
堂に会し、親睦交流を図るとともに、スポーツ少年
者協議会
団のPR、ひいては子どもの体力向上に寄与すること
を目的とします。
自治会・自主防災会会長、自治会連合会長、市内在
第3回防災研修会
住の防災士等を対象に風水害を題材にした研修会を
開催します。
第12回海南市民健康まつり

市民運動場
（大野中1106）

問い合わせ先
橘本神社
（☎073-494-0083）
海南市スポーツ少年団指導
者協議会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-3364）

黒江防災コミュニティセ 危機管理課
ンター（船尾222-21） （☎073-483-8406）

健康チェック、健康相談、献血・AED講習、減塩チェッ
ク、体験コーナー

海南保健福祉センター
防災相談、消防車と遊ぼう、ちびっ子消防隊員、起震車 （日方1519-10）
第34回防災フェスティバル による地震体験、防災グッズ展示、屈折梯子車試乗、
住宅耐震無料相談、消火体験コーナーほか
○第1会場（市民交流センター）
小学生金管バンド発表、各種団体舞台発表、各種作
市民交流センター
品展示、陶芸体験教室、茶房、喫茶、模擬店
9:00 - 16:30
第61回海南市下津総合文化
10月22日(土）・
拝待体育館
○第2会場（拝待体育館）
（23日は16時
祭
23日（日）
幼稚園・保育所園児作品展、小中高等学校児童生徒 （下津町下津500-1）
まで）
作品展、生きがい教室・文化自主サークル・一般参
加作品展
中央公民館
「井松原合戦碑（海南駅東側）～伊勢部柿本神社～
市民会館
「ふるさと（歩く・見る・
永正寺」
10月22日（土） 9:00 - 11:00
（日方1271−108）
知る）講座」～海南市の歴
○講師：海南市語り部の会
史を知ろう～

健康課
（☎073-483-8441）

10月16日（日） 10:00 - 15:00

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「Arcade」。昨年よりスケールアップして、 JR海南駅西側広場
「Arcade in KAINAN2016」 約60店舗の厳選ショップ・飲食店が出店します。ま （名高187-8）
た、ライブも開催します。
10月23日（日） 11:00 - 18:00
10月22日（土） 11:00 - 21:00

10月23日（日） 9:00 -16:00

熊野古道わくわくハイク
秋の部コースB

10月24日（月） 10:00 -

栽培カフェ
サツマイモ掘り

JR加茂郷駅をスタートし、途中、善福院をはじめとする
国宝・歴史を探訪します。最終、JR下津駅をゴールとす
るコースをハイキングするイベントです。
子育てひろばサポーターの皆さんが大切に育てたサツ
マイモを、親子で掘り出します。
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消防本部警防課
（☎073-483-8713）

文化祭実行委員会
（教育委員会生涯学習課内
☎073-492-0143）

市民会館
（☎073-482-2507）

アーケードプロジェクト実
行委員会事務局
（☎073-488-4169）

熊野古道わくわくハイク実
JR加茂郷駅～熊野古道～
行委員会（産業振興課内）
JR下津駅
（☎073-483-8461）
北野上公民館
教育委員会生涯学習課
（原野326-3）
（☎073-492-3349）
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10月25日（火） 13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交 ファーストガーデン
換やひと休みできる場です。認知症のご本人やその家 （名高532-14 海南駅前
一番街商店街内）
族、地域の人、専門職等どなたでも参加できます。

10月29日（土） 9:00 - 11:00

中央公民館
「ふるさと（歩く・見る・ 「藤白神社～有間皇子墓地伝承地～鈴木屋敷」
知る）講座」～海南市の歴 ○講師：海南市語り部の会
史を知ろう～

藤白神社
（藤白448）

10月29日(土）・ 9:00または
30日（日）
10:00-

平成28度

日方公民館（日方839）
内海公民館（鳥居650−
1）
大野公民館（大野中600−
文化祭実行委員会
2）
亀川公民館（且来272） （教育委員会生涯学習課内
☎073-492-0143）
巽公民館（阪井274）
北野上公民館（原野326−
3）
中野上公民館（野上中
167−5）

10月30日（日） 11:00 -16:00

子どもがやりたい！なりたい！働くことを体験するワー
クショップ型イベントを開催します。子どもが主役のイベ
ントを商店街で開催し、遊び・体験を通して楽しみなが 海南駅前一番街商店街
一番街青空こどもマルシェ
ら、人と人のつながり・仕事の仕組みを学ぶことができ （名高532）
ます。幅広い年代の人が、ゆったりとくつろげる空間を
感じ、楽しんでもらえます。

10月30日（日） 13:30 -17:00

恋愛カウンセラー
羽林由鶴の婚活セミナー

7公民館文化祭 作品展示、模擬店など

異性と関わるのが苦手な人、恋愛がうまくいかない人、
海南保健福祉センター
長続きしない人など参加した皆さんが最後には「今日
（日方1519-10）
は楽しかった」と思えるようなプログラムです。
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問い合わせ先
公益社団法人 認知症の人と
家族の会和歌山県支部
（☎073-432-7660）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
市民会館
（☎073-482-2507）

産業振興課
（☎073-483-8460）
ファーストガーデン
（☎073-483-7494）
海南婚活事務局㈱和歌山放
送内
（☎073-428-1431）

