海南市役所 2月行事予定
日付

時間帯

行事名

2月3日㈬
～11日㈭

9:00 - 16:00

節分ぶりぶり大祭

2月3日㈬

9:00 - 16:00

節分祭

2月5日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

2月6日㈯

2月6日㈯
2月7日㈰

2月11日㈭㈷

2月13日㈯
2月13日㈯
2月14日㈰
2月14日㈰
2月15日㈪
～3月15日㈫

内容
厄除や家相のお祓いが行われ、2月3日から数えて、
8泊9日目（八九「やく」）が11日となることから、
この日まで開催されます。
立春を控え、一陽来復を願う意味で、祈願します。
参拝者に福豆の授与（先着100名）。福豆で邪気を
祓って、1年の無病息災を願います。

場所

問い合わせ先

春日神社
（大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

宇賀部神社
（小野田917）

宇賀部神社
（☎073-487-3285）

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）

総合体育館（大野中
1106）発→五条市小和町
（登山口）→天ケ滝新道
雪化粧の登山道や樹氷につつまれた森の中で、雪の
7:00 - 18:00 金剛山冬山トレッキング
→金剛山山頂（1,125
厳しさや自由さ、そして面白さを体験できます。
ｍ）→ロープウェイ千早
駅→温泉入浴→総合体育
館着
雪が降らない地域でも楽しめる「ボール雪合戦」を 総合体育館
9:00 ボール雪合戦体験
開催し、小学生同士の交流を深めます。
（大野中1106）
歴史民俗資料館
小学生以上を対象とするおりがみ教室を開催しま 歴史民俗資料館
9:30 「ものづくり教室」
す。
（木津233-23）
キャスター・リポーターとして、テレビ等のメディ
アで活躍されている辛坊 治郎さんを講師に迎え、
市民交流センター
13:30 市民大学教養講座
メディアにおける活動等を通して培った知識を基
（下津町下津500-1）
に、さまざまな情報が氾濫する現代社会に対応する
ためのスキルアップ等について講演します。
下津図書館
13:30 リサイクル・ブックフェア 内容の古い本などを無償提供します。
（下津町下津500-1）
「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
14:00 - 14:30
み聞かせを実施します。
（下津町下津500-1）
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
15:00 - 15:30
読み聞かせを実施します。
（日方1525-2）
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
9:00 - 10:30 軽トラ市
ほか、スイーツ、団子なども販売します。
（名高187-8）
1年間の成果を持ち寄り、さまざまなジャンルから 方集会所
10:00 - 16:00 第15回方集会所作品展示会
素晴らしい、また楽しい作者の力作を展示します。 （下津町上48-7）
海南駅、駅前商店街、黒江川端通り周辺、琴ノ浦温
10:00 - 16:00 第6回紀州海南ひなめぐり 山荘、県立自然博物館等でひな人形を展示、町めぐ 市内各所
りを楽しむイベントを開催します。
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NPO法人ゆうゆうスポーツク
ラブ海南
（☎073-483-6454）
海南市体育協会
（総合体育館内
483-4300）

☎073-

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）
市民会館
（☎073-482-2507）
下津図書館
（☎073-492-4489）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
産業振興課
（☎073-483-8464）
方集会所
（☎073-492-4706）
紀州海南ひなめぐり実行委
員会
（☎080-3840-0740）

海南市役所 2月行事予定
日付

時間帯

2月18日㈭

11:00 - 12:00 平成28年度予算案記者発表 本市の平成28年度予算案の記者発表を行います。

2月19日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

2月20日㈯

9:30 - 17:00

リサイクル・ブックフェア 内容の古い本などを無償提供します。

2月20日㈯

13:30 - 14:30

手話を取り入れた
人形劇「稲むらの火」

2月21日㈰

11:00 -

第15回和歌山県市町村対抗 10区間21.1kmを、各市町村代表の小学生、中学生で
ジュニア駅伝競走大会
リレーします。

2月23日㈫

13:00 - 15:00

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

2月27日㈯
2月27日㈯
2月28日㈰
2月28日㈰
2月28日㈰
2月28日㈰
2月28日㈰

行事名

内容

誰でも無料で参加できる絵本の読み聞かせを開催し
ます。

地震や津波の怖さだけではなく、災害時の助け合い
の精神や命の大切さも伝わる作品です。
出演：人形劇団デフ・パペットシアター・ひとみ

認知症のご本人やその家族、地域の人、専門職等ど
なたでも参加でき、認知症の人が活動を楽しみ、介
護する家族が情報交換やひと休みできる場です。

場所
問い合わせ先
市役所5階 第2委員会室 企画財政課
（日方1525-6）
（☎073-483-8408）
NPO法人ゆうゆうスポーツク
総合体育館
ラブ海南
（大野中1106）
（☎073-483-6454）
児童図書館
児童図書館
（日方1525-2）
（☎073-483-8739）
和歌山県子ども・女性・
障害者相談センター
和歌山県人権施策推進課
（和歌山市毛見1437（☎073-441-2566）
218）
紀三井寺公園陸上競技場
（和歌山市毛見200）～ 教育委員会生涯学習課
和歌山県庁前（和歌山市 （☎073-492-3364）
小松原通1-1）
公益社団法人 認知症の人と
家族の会和歌山県支部
海南保健福祉センター
（☎073-432-7660）
（日方1519-10）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）

小学3年生以上の3～6人を1チームとするチーム対抗
ファミリーカローリング大
総合体育館
9:00 戦でカローリング競技を行います。お楽しみ抽選会
会
（大野中1106）
も行う予定です。
体験！あそぶ・まなぶ・エ 小学生および保護者を対象としたエネルギー体験教 市民交流センター
10:00 - 11:30
ネルギーのいろいろ
室を開催します。
（下津町下津500-1）
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（消防
9:00 - 12:00 救急講習会
蘇生法や、AED（自動体外式除細動器）を用いた講 本部3階）
習も実施します。
（日方1294-13）
魔法のつみ木「カプラ」で
市民会館
10:00 - 12:00
4歳以上を対象とした積み木教室を開催します。
遊ぼう
（日方1271-108）
紀州海南ひなめぐりを着物で楽しむイベント。着物
琴ノ浦温山荘園
10:00 - 15:00 ひいなあそび
着付、レンタル着物、雑貨販売、手づくり品展示販
（船尾370）
売、カフェなど。
○講演「日本における生物多様性保全の現状」
貴志川生涯学習センター
第5回生物多様性フォーラ
12:00 （中央大学 教授 鷲谷いづみさん）
（紀の川市貴志川町長原
ム
○調査研究発表 ○パネルディスカッション
447-1）
「稲むらの火」から162年、追憶と祈りを主題とし
写真と朗読による構成劇
市民交流センター
14:30 た構成劇で、劇団RAKUYUや和歌山放送朗読教室のメ
「忘れない」
（下津町下津500-1）
ンバーが、詩や稲むらの火の物語を朗読します。
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教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
NPO法人すまいるはうす
（☎090-7340-5765）
消防本部
（☎073-482-0119）
NPO法人のびのびキッズ海南
（☎073-484-3366）
琴ノ浦温山荘園
（☎073-482-0201）
わんぱく公園
（☎073-484-5810）
和歌山県民文化会館
（☎073-436-1331）

