海南市役所 8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
歴史民俗資料館
識してみませんか。
（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、農
漁業用具、文具、学期、玩具などの展示

問い合わせ先

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」

8月1日（月）～
15日（月）

○つつてん踊り奉納 8月1日（月）14時～春日神社
○フォトコンテスト 8月1日（月）～8月15日（月）
○第２回夢風鈴マラニック8月6日（土）12時30分～海南
駅前スタート 「マラソン＋ピクニック」という意味の造語
です。おしゃべりしながら、癒しの10神社巡りを楽しみ、
かいなん夢風鈴まつり実行委
JR海南駅西側広場 ほか
第7回かいなん夢風鈴まつり 走ります。
員会
（名高187-8）
○ビアフェスタ 8月6日（土）16時～21時。
（☎073-482-4363）
○風鈴寄席 8月7日（日）11時～12時（伊勢部柿本神
社）、15時～16時（宇賀部神社）
県立海南高校の生徒たちによる夢書道パフォーマン
ス、夢風鈴ゆかたコンテスト、風鈴蒔絵体験
ほか

8月3日（水）

13:30 - 14:30 舞台裏探検隊

8月5日（金）

10:00 - 11:00 子育てひろば

8月6日（土）

9:30 13:00 -

ものづくり教室

8月7日（日）

9:00-10:30

軽トラ市

8月7日（日）

13:30 -

夏休み工作教室

8月9日（火）

10:30 - 11:30 子育てひろば

8月11日（木）

9:00 - 16:00

8月13日（土）

15:00 - 15:30 絵本のよみかたり会

下駄市関連イベント
「下駄づくり体験」

市民交流センター ふれ
市民交流ふれあいホールの舞台裏を探検してみません
あいホール
か？
（下津町下津500番地1）
巽コミュニティセンター
消防士さんによる子どもの救急処置講座
（阪井274）
歴史民族資料館
夏休みの工作・昔のくらし
（木津233-23）
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
売します。
（名高187-8）
市民会館2階 大ホール
「夏のうみべの置物をつくろう！」
（日方1271−108）
わんぱく公園
スライムを作ろう
（大野中995−2）
下駄に鼻緒をつける体験（1時間程度）

黒江防災コミュニティ
センター（船尾22221）

「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。

児童図書館 2階
（日方1525-2）
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歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

市民交流センター
（☎073-492-4490）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
歴史民族資料館
（☎073-487-3808）
産業振興課
（☎073-483-8464）
児童図書館
（☎073-483-8739）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
下駄市実行委員会事務局
（黒江防災コミュニティセ
ンター内 ☎073-4835220）
児童図書館
（☎073-483-8739）

海南市役所 8月行事予定
日付

時間帯

行事名

8月13日（土）

15:00 - 21:00 第24回ふるさと海南まつり

内容
○盆踊り、吹奏楽演奏、みこしコンテスト、大声
コンテスト、ステージイベント、ストリートパ
フォーマンス、カイナンマンヒーローショー、痛
車グランプリほか
○日用家庭用品・漆器などの販売（特産市）、企
業・団体による出店・露店
○和太鼓、下駄の鼻緒付け体験、その他イベント
など
○下駄の展示・販売、企業・団体による出店・露
店

場所

問い合わせ先

JR海南駅西側広場、海
南駅北駐車場など
（名高187-8ほか）

ふるさと海南まつり実行委
員会事務局（産業振興課内
☎073-483-8460）

黒江川端通りとその周
辺
（船尾222ほか）

8月14日（日）

18:00 - 22:00 下駄市

8月15日（水）

19:00 - 21:00 塩津地区盆踊り

県指定無形民族文化財である塩津いな踊りなど
を、参加者とともに踊ります。

塩津みなと広場
（下津町塩津384）

8月16日（火）

17:00 - 20:30 下津ふるさとまつり

○地域密着型アイドル Fun×Fanライブ、マジ
シャン達弥ショー、、仮面ライダーゴースト
ショー、一般出演、盆踊り、お楽しみ抽選会
○地元企業・団体による出店・露店

下津小学校運動場
（下津町下津477）

8月19日（金）

10:00 -

子育てひろば

自然博物館バックヤードツアー

8月20日（土）

8:30 -

紀州路クリーン大作戦

JR加茂郷駅周辺の道路清掃

8月20日（土）

9:00 -12:00

住民センター 健康まつり

8月21日（日）

10:00 14:00 -

8月21日（日）

14:00 -15:30

8月22日（月）

19:00 -21:00

8月23日㈫

8月27日（土）

13:00 - 15:00

10:00 -

県立自然博物館
（船尾370-1）
JR加茂郷駅周辺
（下津町黒田45-2）

健康相談、骨量測定、血管年齢と肥満度チェック、脳年
住民センター
齢の測定、塩分チェック、体験コーナー、お楽しみコー
（沖野々443-5）
ナーほか
市民交流センター
ふれあいシネマ「あん」
（下津町下津500番地1）
市民交流センター 3階
夏の工作教室
牛乳パックでえんぴつ立てづくり
（下津町下津500番地1）
黒江防災コミュニティ
地域防災活動支援事業に係
11月の黒江・船尾地区の訓練に向けての研修会
センター（船尾222る第１回防災研修会
21）
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）
ファーストガーデン
（名高532-14 海南駅前
一番街商店街内）

映画「惑う」特別先行試写会

14:00 -
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下駄市実行委員会事務局
（黒江防災コミュニティセ
ンター内 ☎073-4835220）
塩津のいな踊り保存会 南
方さん
（☎073-492-3015）
下津ふるさとまつり実行委
員会事務局（下津行政局内
☎073-492-1212）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
管理課（☎073-483-8489）
住民センター
（☎073-487-1839）
市民交流センター
（☎073-492-4490）
下津図書館
（☎073-492-4489）
危機管理課
（☎073-483-8406）
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）
実行委員会
（☎090-7101-3179）

海南市役所 8月行事予定
日付

時間帯

行事名

8月27日（土）

10:00 -17:00

8月28日（日）

10:00 -16:00

8月28日（日）

9:00 -12:00

救急講習会

8月28日（日）

14:00 -16:00

第3回「ブクブク交換」

8月29日（月）

10:00 - 11:00 子育てひろば

婦人会作品展

内容
地域を中心に活動している婦人会員による作品展を開
催します。 巽婦人会による「ネコのマスコットづくり」の
実習もあります。
応急手当の正しい知識と技術を習得するため、心
肺蘇生法やAED（自動体外式除細動器）を用いた講
習会を行います。
決められたテーマに合った本を1～3冊持参し、お茶を飲
みながら持参した本の数だけ交換をします
亀川人形劇サークルによる人形劇鑑賞
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場所

問い合わせ先

海南保健福祉センター
(日方1519−10）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

防災センター 3階
（日方1294−13）

海南消防署 救急係
（☎073-482-0119）

市民交流センター 2階
（下津町下津500番地1）
市民会館
（日方1271−108）

下津図書館
（☎073-492-4489）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

