海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

6月1日（水）～
平成29年3月31 9:00 -16:30
日（金）

特別展「竹の民族と文化」

10月5日（水）～
15:00 -16:00
12月14日（水）

幼児親子体操教室

10月6日（木）～
10:00 -11:00
12月22日（木）

親子ヨガ教室

11月2日（水）

11月3日（木）

10:00 - 12:00 海南市文化表彰式

9:00 - 12:30

内容
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識
してみませんか。
展示内容：竹を素材とした一昔前の工芸品、日用品、農
漁業用具、文具、学期、玩具などの展示
家でもできるからだを使った親子のふれあいあそび
の方法やトランポリンや平均台にも挑戦します。※
11月23日は休み

場所

問い合わせ先

歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

総合体育館
(大野中1106）

生涯学習課
（☎073-492-3349）

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
いママにとって朗報です。
(大野中1106）

生涯学習課
（☎073-492-3349）

文化の発展に業績を残した方を表彰します。

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

小・中学生の「マラソンレース」と、小学生が正し
第2回海南ジュニアランニ い走り方や基礎を学ぶため、講師に木村慎太郎さん 市民運動場
ングチャレンジ
（アシックス所属の元日本代表選手）を招き、「ラ （大野中1106）
ンニングクリニック」を併せて開催します。

紀州徳川家菩提寺である長保寺の徳川家御霊殿に
て、十夜会法要を執り行います。終了後、テノール
お十夜会＆第3回長保寺御 歌手の献歌があります。年に一度の御霊殿一般公開 長保寺徳川家御霊殿
11月3日（木） 15:00 霊屋コンサート
（下津町上689）
です。
○コンサート 16時～
※堂内、飲食・写真撮影録音禁止
中央公民館
「ふるさと（歩く・見る・ 「禅林寺～春日神社」
禅林寺
11月5日（土） 9:00 - 11:00
知る）講座」～海南市の歴 ○講師：海南市語り部の会
（幡川424）
史を知ろう～
400年以上の歴史がある奇襲漆器の里「黒江」で、
年に一度開催される大漆器市。地元企業・団体によ
る多様な企画の露店、特設ステージでの各種イベン
黒江川端通り
第28回紀州漆器まつり
トなどがあります。また、ちびっこ絵付け体験コー
（船尾222ほか）
ナーもあります。
11月5日（土）・6
10:00 - 16:00
○地場産業まつり合同開会式 11月5日㈯ 9時30分
日（日）
～
水回り商品が全国シェアの80％を占める海南家庭用
総合体育館
の展示即売会。もれなく当たる景品付抽選会など
第13回家庭用品まつり
（大野中1106）
（6日は15時まで）
11月5日（土）・6 13:30 日（日）
15:00 -

ふれあいシネマ
懐かしの名画会

○5日
常」
○6日

「不知火検校」「人生劇場

飛車角と吉良

「綱走番外地」「次郎長三国志」
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市民交流センター
（下津町下津500-1）

総務課秘書係
（☎073-483-8400）
海南市体育事業実行委員会
事務局（教育委員会生涯学
習課内 ☎073-492-3364）

長保寺
（☎073-492-1030）

市民会館
（☎073-482-2507）

紀州漆器協同組合
（☎073-482-0322）

海南特産家庭用品協同組合
（☎073-483-6070）
市民交流センター
（☎073-492-4490）

海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

11月5日（土）
～11日（金）

9:00 - 18:00

かいぶつくん秋のキャン
ペーン

11月5日（土）
～12日（土）

11月6日（日）

11月9日（水）
～15日（火）

写真＆人権メッセージ作品
作品テーマ「すてきな笑顔」
展
人権啓発ポスター展

11月12日（土）

11月12日（土）

11月12日（土）

海草地方児童・生徒の応募作品の展示

場所

市民交流センター
（下津町下津500-1）

有間皇子の慰霊祭や万葉朗唱会、近畿大学名誉教授 藤白神社
の村瀬憲夫先生による講演会などを開催します。
（藤白466）

中央公民館
「双青閣（遠望）～亀池～山本家（建物内部分見
「ふるさと（歩く・見る・
9:00 - 11:00
学」
知る）講座」～海南市の歴
○講師：山添高道さん
史を知ろう～
○第2回「男と女の標語コンテスト」入賞者表彰式
かいなん人権フェスティバ
13:30 ○講演「行動する勇気～世界への挑戦～」
ル2016
講師：齋田 悟司（さいだ さとし）さん
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 住宅の一般公開を行います。
14:00 一般公開
普段見ることができない建物の内部を見学できま
す。
「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
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問い合わせ先

物産観光センターかいぶ
株式会社まちづくり海南
つくん（JR海南駅構内）
（☎073-484-2326）
（名高187-8）

来年4月2日に開催される第1回「お菓子まつりに向
わんぱく公園
けたプイベント」が開催されます。
11:00 - 15:30 お菓子まつりプレイベント
内容：お菓子ワークショップ、お菓子販売、大お菓 （大野中995-2）
子まき大会など
下記の項目を重点目標として火災予防運動を展開し
ます。
秋季全国火災予防運動
市内全域
①住宅防火対策の推進
②特定防火対象物等における防火安全対策の徹底
③タンクローリー車等の街頭検査

11月11日（金） 13:00 - 16:00 有間皇子まつり

11月12日（土）

内容
○先着150人に「温州みかんクッキー」プレゼント
○体験工房（5日㈯10時～16時）パワーストーン、
ソープカービング、たわしを作ろう、（6日㈰10時
～16時）押し花、陶芸
○女子力UPコーナー（11月5日㈯10時～15時）ネイ
ルアート
○特別企画（11月5日㈯）似顔絵

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）
鱧の街・菓子の街海南プロ
ジェクト実行委員会
（☎073-492-4300）
消防本部予防課
（☎073-482-0119）
藤白神社
（☎073-482-1123）

亀池
（阪井452 ほか）

市民会館
（☎073-482-2507）

市民交流センター
（下津町下津500-1）

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

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）
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）

海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

11月13日（日）
11月13日（日） 9:00-10:30
11月13日（日） 9:30 11月13日（日） 13:30 -

行事名

内容
黒江・船尾地区を重点地区とし、津波からの避難訓
海南市防災訓練
練を実施します。
地元の農産物、海産物を生産者が軽トラックで直接販
軽トラ市
売します。
歴史民俗資料館
小学生以上を対象にした「布をつくろう（手おり体
「ものづくり教室」
験）」教室を実施します。
癒しの音色ハーモニカで奏でる懐かしい童謡・唱
第2回住民センター文化講 歌。
演会
○演題「心を奏でる・心で奏でる」
○出演：ハーモニカ奏者 髙籔 弘さん

場所

JR海南駅西側広場
（名高187-8）
歴史民俗資料館
（木津233-23）

問い合わせ先
危機管理課
（☎073-483-8406）
産業振興課
（☎073-483-8464）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

住民センター
（沖野々443-5）

住民センター
（☎073-487-1839）

黒江・船尾地区

11月18日（金） 14:00 - 16:00

海南医療センター市民公開 『腰・関節のおはなし』～痛みとサヨナラ！楽しい 海南保健福祉センター
講座
生活。趣味・旅行、プラスαの人生が待っている～ （日方1519-10）

11月19日（土） 9:00 - 11:00

中央公民館
「ふるさと（歩く・見る・ 「黒江町並み～浄国寺～中言神社～温故伝承館」
知る）講座」～海南市の歴 ○講師：海南市語り部の会
史を知ろう～

海南医療センター地域連携
室
（☎073-482-4521）

黒江防災コミュニティセ
市民会館
ンター
（☎073-482-2507）
（船尾222−21）

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換 ファーストガーデン
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
族、地域の人、専門職等どなたでも参加できます。
一番街商店街内）

11月22日（火） 13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

11月23日（水） 9:00 -12:00

ライフル射撃（ビーム種目）、グラウンドゴルフ、的あて、
ファミリースポーツ体験＆ クイズ、なつかしい遊びコーナー、体力測定（握力、上体 海南スポーツセンター
体力測定スタンプラリー 起こし、体前屈、反復横跳び、立ち幅跳び等
（船尾260）
※内容は変更となる場合があります。
少子・高齢化、核家族化により、介護に関する問題
が喫緊の課題となっている昨今、日本を代表する
市民交流センター
ジャスシンガーである綾戸智恵さんから、自身の母
（下津町下津500-1）
親の介護体験に基づき講演いただき、改めて、人生
や家族というものを考える機会とします。

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）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）

市民会館
（☎073-482-2507）

11月23日（水） 13:30 -

市民大学教養講座

11月26日（土） 9:00 - 11:00

中央公民館
「ふるさと（歩く・見る・ 「亀川遺跡～且来八幡神社～岡村遺跡」
知る）講座」～海南市の歴 ○講師：生涯学習課職員
史を知ろう～

亀川公民館
（且来272）

市民会館
（☎073-482-2507）

11月27日（日） 13:30 -16:30

第2回

紀州漆器伝統産業会館
「うるわし館」
（船尾222）

海南婚活事務局㈱和歌山放
送内
（☎073-428-1431）

11月28日（月） 14:00 - 16:00

自治会連絡協議会主催
市政懇談会

海南婚活事業

うるわし館での蒔絵体験と黒江の町並み散策

各自治会からの市政に関するハード、ソフト面の課
海南保健福祉センター
題・要望について、関係各課との懇談を通じ、住み
（日方1519-10）
よい海南とするために開催します。
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市民交流課市民交流係
（☎073-483-8455）

