海南市役所 4月行事予定
日付

時間帯

行事名

4月1日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

誰でも無料で参加できる絵本の読み聞かせを開催しま 総合体育館 研修室
す。
（大野中1106）

4月1日㈮

15:00 -

春祭・勧学祭

新入生の祈祷・ランドセル清祓
祭典（15時～）、投餅神事（16時～）

宇賀部神社
（小野田917）

4月2日㈯

10:00 -

市立（公立）保育所入所式

市内（公立）保育所で開催される入園式

各保育所

4月3日㈰

9:00 - 15:00

海南サンデーマーケット

ハンドメイド、リサイクル品、骨董、飲食物、占いなど多 温山荘公園
様な出店があるフリーマーケット。
（船尾370）

4月3日㈰

10:00 -

亀池さくらまつり

4月3日㈰

11:00 - 13:00 菓子まつり

4月5日㈫

10:00 -

きらら子ども園入園式

4月8日㈮

14:00 -

4月9日㈯

13:30 -

場所

産業振興課
（☎073-483-8461）

橘本神社
（下津町橘本125）

橘本神社
（☎073-494-0083）

きらら子ども園で開催される入園式

きらら子ども園
（沖野々434）

市立中学校入学式

市立中学校で開催される入学式

市内全中学校

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。

子育て推進課
（☎073-483-8582）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）
下津図書館
（☎073-492-4489）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

4月9日㈯
～15日㈮

9:00 - 18:00

かいぶつくん
春のキャンペーン

4月10日㈰

9:00 - 10:30

軽トラ市

4月11日㈪

10:00 -

市立小学校入学式

バンド演奏、和太鼓、南中ソーランなどの催し、恒例の
餅投げ（15時～）があります。
みかんとお菓子の神様「田道間守」を奉る神社で行わ
れる祭り。業界の発展を願い、全国約150社からお菓子
の奉納があります。

問い合わせ先
NPO法人ゆうゆうスポーツクラ
ブ海南
（☎073-483-6454）
宇賀部神社
（☎073-487-3285）
子育て推進課
（☎073-483-8582）
海南サンデーマーケット実行
委員会

亀池公園 多目的広場
（阪井452）

14:00 - 14:30
4月9日㈯

内容

「てんとうむし」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。
「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。
○「きいちゃんクッキー」プレゼント（先着150人）、もれな
く抽選で「お買い物券（最大50％割引）」進呈。
○9、10日は体験工房（パワーストーン、スィーツデコ、
押し花、陶芸、ソープカービング）、女子力UPコーナー
（ネイルアート、耳つぼジュエリー・ジュエリーピアス）を
開設します。
○特別企画として、バームクーヘン出張販売、似顔絵も
9日に開設します。
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。
市立小学校で開催される入学式
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下津図書館 入口付近
（下津町下津500-1）
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）

海南市物産観光センター かいぶつくん
（名高51-2 JR海南駅構 （海南市物産観光センター）
内）
（☎073-484-3233）

JR海南駅西側広場
（名高187-8）
市内全小学校

産業振興課
（☎073-483-8464）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）

海南市役所 4月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所

4月11日㈪

9:30 -

市立海南下津高等学校
入学式

市立海南下津高等学校で開催される入学式

市立海南下津高等学校
（下津町丸田87）

4月12日㈫

午前中

市内幼稚園入園式

市立幼稚園で開催される入園式

市内9幼稚園

4月15日㈮

10:30 - 12:00 絵本の読み聞かせ

4月16日㈯

9:30 - 17:00

4月17日㈰
4月23日㈯
～24日㈰
4月24日㈰
4月24日㈰
4月24日㈰

リサイクル・ブックフェ
ア

誰でも無料で参加できる絵本の読み聞かせを開催しま 総合体育館 研修室
す。
（大野中1106）

児童図書館 2階
（日方1525-2）
英語の歌を交えたダンス、読み聞かせ（リトミック）等に わんぱく公園
14:00 親子で英語体験
より、親子で英語に触れることができます。
（大野中995-2）
①お気に入りのぬいぐるみ等と一緒におはなし会に参
こどもの読書週間イベント
下津図書館、市民交流セ
13:00 加。②ぬいぐるみの預かり。③翌日、ぬいぐるみのお迎
「ぬいぐるみの図書館おとま
ンター（下津町下津500- 12:00
え。④ぬいぐるみの夜の探索写真をプレゼント。また、
り会」
1）
ぬいぐるみが選んだおすすめ本の貸出。
和歌山電鐵貴志川線伊太
8:30 - 15:00 熊野古道わくわくハイク
春の部コースA「熊野古道のんびりコース」（約10㎞）
祁曽駅～熊野古道～藤白
～JR海南駅
幼児から小学生までを対象とする工作教室を開催しま
こどもの読書週間イベント
市民会館
13:30 - 15:00
す。ぶんぶんゴマ、はねガエル、からくりびょうぶ、本の
「つくってあそぼう！」
（日方1271-108）
しおりなどを楽しく作ります。
先の大戦において、国家のために一命を捧げられた英 市民交流センター
13:30 海南市戦没者追悼式
霊を追悼します。
（下津町下津500-1）
認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

4月26日㈫

13:00 - 15:00

4月27日㈬

10:00 - 11:30 市制施行記念表彰式

内容の古い本などを無償提供します。

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換 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）
本市の自治振興・公共の福祉の増進に功労のあった方 海南保健福祉センター
の功績をたたえ表彰します。
（日方1519-10）
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問い合わせ先
海南下津高等学校事務室
（☎073-492-2136）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）
NPO法人ゆうゆうスポーツクラ
ブ海南
（☎073-483-6454）
児童図書館
（☎073-483-8739）
わんぱく公園
（☎073-484-5810）
下津図書館
（☎073-492-4489）
産業振興課
（☎073-483-8461）
児童図書館
（☎073-483-8739）
社会福祉課
（☎073-483-8432）
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）
総務課
（☎073-483-8400）

