海南市役所 1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」

1月1日（日）

0:00 -

藤白の獅子舞

1月1日（日）

0:00 11:00 -

古代米の甘酒のふるまい

1月1日（日）
8:00 - 18:00
～3日（火）
1月1日（日）・2
9:00 - 16:00
日（月）
1月8日（日）

9:00-10:30

春日お火まつり
書初会（毛筆・硬筆）
軽トラ市

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
除夜の鐘を合図にかがり火のもと、神前で元旦の
初舞が奉納されます。
藤白の獅子舞は上皇、法皇が熊野御行のおり披露
された里神楽が起源とされ、県指定無形民俗文化
財にも指定されています。
春日神社で毎年、栽培している古代米を使った甘
酒を、無料で先着800人にふるまいます。赤紫色の
甘酒となりますが、アルコール分はありません。
お子さんでも飲んでいただけます。
正月3ケ日、「どんと」の火を焚き、その煙を身体
に当て、1年の健康を祈念する祭りです。
小・中学生を対象とした書初会を開催します。硬
筆は幼稚園児も参加できます。
地元の農産物、海産物を生産者が軽トラックで直接販
売します。

1月8日（日）

9:00 -

消防出初式

年頭にあたり、消防職団員の士気高揚を図ると共
に消防活動に対する認識と信頼を深め、あわせて
住民に対する防火思想の関心を高めることを目的
としています。式典および一斉放水訓練を実施し
ます。

1月8日（日）

13:30 -

成人を祝う会

晴れやかなスタートを切る新成人の皆さんをお祝
いするため、「成人を祝う会」を開催します。

第60回海南市駅伝競走大
会

市役所前をスタート、市民運動場をゴールとする
コースで開催します。

幼児親子体操教室

親子で一緒に楽しむ体操教室です。

選挙啓発ポスター展

市内の小・中学生や高校生から応募がありました
明るい選挙啓発ポスター作品を展示します。

親子ヨガ教室

親子で一緒に楽しむヨガ教室です。

1月9日（月・祝） 8:30 1月11日（水）～
15:00 -16:00
3月15日（水）
1月12日（木）
9:00 - 21:00
～18日（水）
1月12日（木）～
10:00 -11:00
3月16日（木）
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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）

藤白神社
（藤白466）

藤白神社
（☎073-482-1123）

春日神社
（大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

JR海南駅西側広場
（名高187-8）

産業振興課
（☎073-483-8464）

総合体育館
（大野中1106）
市民運動場
（大野中1106）
わんぱく公園
（大野中995-2）

消防本部警防課
（☎073-483-8713）

市民交流センター
（下津町下津500-1）
市役所前（日方15256）～市民運動場（大野
中1106）
総合体育館
(大野中1106）
市民交流センター
（下津町下津500-1）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

総合体育館
(大野中1106）

生涯学習課
（☎073-492-3349）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
生涯学習課
（☎073-492-3349）
選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8770）

海南市役所 1月行事予定
日付

時間帯

1月12日（木）

18:00 -19:00

行事名
市町村対抗ジュニア駅伝
競走大会 海南市選手団
結団壮行式

14:00 - 14:30
1月14日（土）

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

内容
2月19日㈰に開催される第16回和歌山県市町村対抗
ジュニア駅伝競走大会に向け、海南市選手団が結
成され、壮行式を行います。
「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
「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
京阪神や東京、新潟、北海道に向けて、しもつみ
かんのＰＲを行うキャンペーン隊の結団式を行い
ます。
市内の小・中学生や高校生から応募がありました
明るい選挙啓発ポスター作品を展示します。
地域を中心に活躍している婦人会会員によるチャ
リティー芸能大会を開催します。

場所

問い合わせ先

総合体育館
（大野中1106）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）

下津図書館
（下津町下津500-1）
児童図書館
（日方1525-2）
ファーマーズマーケッ
トとれたて広場
（重根418）
海南保健福祉センター
（日方1519-10）
市民会館
（日方1271-108）

下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）

1月15日（日）

10:00 - 12:00

しもつみかんキャンペー
ン隊 結団式

1月20日（金）
～26日（木）

9:00 - 17:00

選挙啓発ポスター展

1月22日（日）

12:30 - 16:00

第36回婦人会チャリ
ティー芸能大会

1月24日（火）

13:00 - 15:00

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）

文化財防火デー

法隆寺金堂壁画が焼損した1月26日（昭和24年）を
「文化財防火デー」と定め、全国的に文化財の保
護を目的とした防火運動が展開されます。
消防本部では、市内の神社・仏閣などの国、県、 市内重要文化財
市指定文化財の立入検査および消防訓練を計画し
ています。また、1月25日㈬には下津町梅田の善福
院釈迦堂（国宝）にて消防訓練を実施します。

1月26日（木）

1月27日（金）

10:00 - 11:00 栽培カフェ～大根引き～

1月28日（土）

9:30 -

歴史民俗資料館
「ものづくり教室」

1月31日（火）

13:30 - 16:00

プロフェッショナル人材
戦力拠点セミナー

子育てひろばサポーターの皆さんが大切に育てた
大根が今年も大きく育ちました。みんなで大根引
きを楽しんだ後は、大根料理をいただきます。
小学生以上を対象とするおりがみ教室を開催しま
す。
「新しい事業企画・商品開発を進めたい！」「経
営者の右腕となる人材が必要！」「新たな市場・
販路開拓が必要！」「更なる業務効率・生産性改
善が必要！」といった課題を抱える中小企業の方
を対象に、民間人材紹介会社と連携した即戦力と
なるプロフェッショナル人材のマッチング事業
や、プロフェッショナル人材の活用による「攻め
の経営」への転換について考えます。
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産業振興課
（☎073-483-8464）
選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8770）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）
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）

消防本部予防課
（☎073-483-8711）

北野上公民館
（原野326-3）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3349）

歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

海南商工会議所
（日方1294-18）

公益社団法人わかやま産業
振興財団
（☎073-433-3110）

