海南市役所 3月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所
問い合わせ先
和歌山県自治会館3階304
和歌山地方税回収機構と合同で、税金を滞納したこ 会議室
税務課収納係
3月1日㈫
13:30 - 14:30 不動産公売
とにより差し押さえた不動産の公売を行います。 （和歌山市茶屋ノ丁2- （☎073-483-8418）
1）
防火対象物の立入検査を行い、消防用設備等の維持
3月1日㈫
管理状況を検査し、防火安全対策の徹底に努めま
消防本部
春の火災予防運動
市内各所
～7日㈪
す。各事業所の優良自衛消防隊員等の表彰を行いま
（☎073-482-0119）
す。
9:00 - 18:00
かいぶつくん（海南市物
3月4日㈮
海南市少年少女発明クラブ
産業振興課
（15日は17時
発明クラブ員による製作物および活動風景等の展示 産観光センター）
～15日㈫
作品展
（☎073-483-8460）
まで）
（名高51-2）
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
3月4日㈮
10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ
ラブ海南
ます。
（大野中1106）
（☎073-483-6454）
吉宗将軍就任300年記念作
吉宗将軍就任300年を記念して、「井澤弥惣兵衛と 市民会館
カイエイ有志の会 志場さ
3月4日㈮
18:30 - 19:30 品「亀池のさくらひめ
亀池」をテーマに映像制作を行います。
（日方1271-108）
ん（☎090-7118-2192）
（仮）」制作発表会
10:30 地元で収穫したそば粉を使って、そば作り体験をし わんぱく公園
わんぱく公園
3月5日㈯
そば打ち体験
13:30 ます。
（大野中995-2）
（☎073-484-5810）
紀州海南ひなめぐりを着物で楽しむイベント。着物 うるわし館（紀州漆器伝
3月5日㈯・6日
うるわし館
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 統産業会館）
㈰
（☎073-482-0322）
売、カフェなど。
（船尾222）
第11回海南市スポーツ賞
海南保健福祉センター 教育委員会生涯学習課
3月6日㈰
10:00 - 11:30
各種競技会等で好成績を収めた方を顕彰します。
表彰式
（日方1519-10）
（☎073-492-3364）
公民館での日頃の成果を発表するため、さまざまな 市民交流センター
市民会館
3月6日㈰
13:00 公民館 芸能発表会
芸能を披露します。
（下津町下津500-1）
（☎073-482-2507）
海南市遺族連合会
海南市遺族会連合会主催のカローリング大会を開催 総合体育館
社会福祉課
3月6日㈰
13:00 カローリング大会
します。
（大野中1106）
（☎073-483-8432）
紀の海クリーンセンター
紀の海クリーンセンター 建設工事が完了し、今月より供用開始する紀の海ク
紀の海クリーンセンター
3月12日㈯
10:00 - 12:00
（紀の川市桃山町最上
竣工式
リーンセンターの竣工式を行います。
（☎0736-66-1813）
1290-94）
海南市少年少女発明クラブ 発明クラブの紹介・活動報告・指導員との意見交換 市民会館
産業振興課
3月12日㈯
10:00 - 11:00
活動報告会
会
（日方1271-108）
（☎073-483-8460）
「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
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）
（☎073-492-4489）
3月12日㈯
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
児童図書館
15:00 - 15:30
読み聞かせを実施します。
（日方1525-2）
（☎073-483-8739）
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日付
3月13日㈰
3月13日㈰
3月13日㈰
3月13日㈰

時間帯

行事名

内容
場所
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）
市民会館
11:00 - 15:00 海南文化協会 芸能発表会 海南文化協会主催の芸能発表会を開催します。
（日方1271-108）
人形劇「てぶくろを買いに
市民交流センター
11:00 人形劇団プークが心温まる人形劇を上演します。
／くるみ割り人形」
（下津町下津500-1）
英語の歌を交えたダンス、読み聞かせ等（リトミッ わんぱく公園
14:00 親子で英語体験
ク）により、親子で英語に触れることができます。 （大野中995-2）

3月18日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

3月19日㈯

10:30 13:30 -

3月20日㈰

12:30 - 16:00 耳の日記念の集い

3月22日㈫

認知症カフェ
13:00 - 15:00
～やすらぎカフェ～

3月26日㈯
3月27日㈰
3月27日㈰

3月27日㈰
3月28日㈪

そば打ち体験

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。
地元で収穫したそば粉を使って、そば作り体験をし
ます。
聴覚障害者やその家族、関係者が集まり、記念式
典・講演会等を開催します。
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。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ま
す。

前日祭
○芸能部交流会：大正琴、コーラス、舞踊、歌謡等
海南文化協会
13:00 ○展示会：書道、日本画、陶芸、生け花、写真、短
創立70周年記念行事
歌、俳句短冊、自然文化
11:00 - 15:00
記念式典・祝賀会
音楽を聴きながら、そのときにイメージして絵を描
田村まさみさんによるライ く田村まさみさんによるライブペイント。ライブペ
13:00 ブペイント
イント終了後、粘土デコや楽がきアート体験も行い
ます。
○演奏曲：春が来た、海、こぎつね、雪、翼をくだ
海南児童合唱団
13:30 さい、大切なもの、さよならの夏ほか
第33回定期演奏会
○オペレッタ：オズの魔法使い
大銀杏・相撲文字の実演、春日野部屋の関取トーク
13:30 春日野部屋大相撲イベント ショー、太鼓の実演
イベント終了後、記念撮影会・握手会
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問い合わせ先
産業振興課
（☎073-483-8464）
海南文化協会
（☎073-483-0822）
市民交流センター
（☎073-492-4490）
わんぱく公園
（☎073-484-5810）
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）
わんぱく公園
わんぱく公園
（大野中995-2）
（☎073-484-5810）
市民交流センター
社会福祉課
（下津町下津500-1）
（☎073-483-8602）
公益社団法人 認知症の人と
ファーストガーデン
家族の会和歌山県支部
（名高532-14 海南駅前 （☎073-432-7660）
一番街商店街内）
高齢介護課地域支援係
（☎073-483-8762）
海南保健福祉センター
（日方1519-10）

海南文化協会
（☎073-483-0822）

わんぱく公園
（大野中995-2）

わんぱく公園
（☎073-484-5810）

市民会館
（日方1271-108）

海南児童合唱団事務局 西
尾さん（☎073-447-2823）

市民交流センター
（下津町下津500-1）

市民交流センター
（☎073-492-4490）

