海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容

場所

11月3日（金）

紀州徳川家菩提寺である長保寺の徳川家御霊殿にて、
16:00 -コンサー お十夜会＆第4回長保寺御霊 十夜会法要終了後、イタリアオペラと日本歌曲の献歌 長保寺徳川家御霊殿
ト
屋コンサート
があります。年に一度の御霊殿一般公開です。
（下津町上689）
※堂内、飲食・写真撮影録音禁止

11月4日（土）

9:30 -

小・中学生の「レース」と、小学生を対象にケガを予
第3回海南ジュニアランニン
紀三井寺陸上競技場
防するための「体のケア・ストレッチ」の指導、運動
グチャレンジ
（和歌山市毛見200）
することの楽しさを実感する「クリニック」を開催。

紀州漆器協同組合
（☎073-482-0322）

第14回家庭用品まつり

水回り商品が全国シェアの80％を占める海南家庭用の
総合体育館
展示即売会。もれなく当たる景品付抽選会など（5日は
（大野中1106）
15時まで）

海南特産家庭用品協同組合
（☎073-483-6070）
産業振興課
（☎073-483-8464）

9:00-

Ａ・ＧＡ・ＲＡマルシェ

地元の野菜や果物、農水産加工品のほか、話題のグルメ
やハンドメイド商品など生産者自らが販売。

11月5日（日）

9:00 -15:00

海南サンデーマーケット

ハンドメイド品や雑貨、フリマなど多様な出店があり 温山荘公園
ます。
（船尾370）

かいぶつくん秋の体験工房

○体験工房 パワーストーン、押し花（16：00ま
で）、陶芸（15：00まで）
○似顔絵

小学校人権の花運動写真展

市内では小学校８校が入賞しました。

人権啓発ポスター展

市内の児童・生徒の応募作品の展示しています。

秋の全国火災予防運動

11月7日（火）
～11日（土）

11月9日（木）
～15日（水）

11月11日（土）

海南市体育事業実行委員会
事務局（教育委員会生涯学
習課内 ☎073-492-3364）

400年以上の歴史がある紀州漆器の里「黒江」で、年に
黒江川端通り
一度開催される大漆器市。地元企業・団体による多様
（船尾222ほか）
な企画の露店、特設ステージでの各種イベントなど。

11月5日（日）

10:00 - 16:00

長保寺
（☎073-492-1030）

第29回紀州漆器まつり
11月4日（土）・
10:00 - 16:00
5日（日）

11月5日（日）

問い合わせ先

13:00 -慰霊祭
有間皇子まつり
16:00－ライブ

JR海南駅西側広場
（名高187-8）

「海南サンデーマーケット」
Facebook

物産観光センターかい
ぶつくん（JR海南駅構
内）
（名高187-8）

株式会社まちづくり海南
（☎073-484-2326）

市民交流センター
（下津町下津500-1）

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

下記の項目を重点目標として火災予防運動を展開
①住宅防火対策の推進
②特定防火対象物などにおける防火安全対策の徹底
③タンクローリー車などの街頭検査

市内全域

消防本部予防課
（☎073-483-8711）

有間皇子の慰霊祭やライブが行われます。

藤白神社
（藤白466）

藤白神社
（☎073-482-1123）
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問い合わせ先

11月11日（土） 13:30 - 16：00

○「かいなん人権標語コンテスト」表彰式
○講演「日本の三味線は被差別民からはじまる」
かいなん人権フェスティバル
市民交流センター
講師：ＬＬＰあとりえ西濱 代表 太田 恭治さん
2017
（下津町下津500-1）
○津軽三味線 彩雅（さいが）、下津第二中学校吹奏楽
部の演奏

11月11日（土） 14:00 - 14:30

絵本のよみかたり会

「てんとうむし」の皆さんによる紙芝居や絵本の読み 下津図書館1階
聞かせ
（下津町下津500-1）

下津図書館
（☎073-492-4489）

11月12日（日） 14:30 - 15:30

旧児童図書館感謝イベント

児童図書館移転に伴う、感謝イベント。
絵本のよみかたり、図書館クイズ、おたのしみ抽選会 旧児童図書館
や館内の壁にメッセージを書いてもらうサンクスメッ （日方1525-2）
セージなど。

児童図書館（11月1日～9日
は臨時休館）
（☎073-483-8739）

11月12日（日） 9:00－

海南市防災訓練

日方・内海・冷水地区を重点地区とし、津波からの避
日方・内海・冷水地区
難訓練を実施します。

危機管理課
（☎073-483-8406）

11月12日（日） 9:30 -

歴史民俗資料館
「ものづくり教室」

小学生以上を対象にした「布をつくろう（手おり体
験）」教室を実施します。

歴史民俗資料館
（木津233-23）

歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

海南婚活事業
印象魅力アップセミナー

現役CAによる第一印象魅力アップセミナー

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

海南婚活事務局㈱和歌山放
送内
（☎073-428-1431）

11月12日（日）

女性13:00 男性15:00－

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

11月18日（土） 14:00 -

わらび座ミュージカル「シン わらび座によるミュージカル「シンドバッドの冒険」 市民交流センター
ドバッドの冒険」
とバックステージツアーを行います。
（下津町下津500-1）

市民交流センター
（☎073-492-4490）

11月19日（日） 13:30 -

第2回住民センター文化講演 「マンドリンふれあいコンサート パート３」
会
出演：和歌山大学マンドリンクラブの皆さん

住民センター
（☎073-487-1839）

11月19日（日） 9:00 -16:00

JR海南駅～藤白神社～
熊野古道わくわくハイク
語り部さんの解説を聞きながら、熊野古道を歩きます。黒江
黒江ぬりもの館～温山
「国史跡・名勝＆研ぎ出し体 ぬりもの館では、根来模様研ぎ出し体験をお楽しみいただ
荘～黒江街並み～JR海
験コース」
きます。
南駅

11月21日（火） 14:00 - 16:00

自治会連絡協議会主催
市政懇談会

各自治会からの市政に関するハード、ソフト面の課
海南保健福祉センター
題・要望について、関係各課との懇談を通じ、住みよ
（日方1519-10）
い海南とするために開催します。

11月22日（水） 10:00 - 12:00

海南市文化表彰式

文化の発展に業績を残した方を表彰します。
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住民センター
（沖野々443-5）

市役所3階会議室
（南赤坂11）

海南市観光協会（産業振興
課内）
（☎073-483-8461）
市民交流課市民交流係
（☎073-483-8455）
総務課秘書係
（☎073-483-8400）

海南市役所 11月行事予定
日付

時間帯

11月23日（木） 9:00 -12:00

11月23日（木） 13:30 -

11月26日（日）

①②9:30 ③13:３０－

11月28日（火） 13:00 - 15:00

行事名

内容

場所

ライフル射撃（ビーム種目）、グラウンドゴルフ、的あて、クイ
ファミリースポーツ体験＆体
海南スポーツセンター
ズ、なつかしい遊びコーナー、体力測定（握力、上体起こ
力測定スタンプラリー
（船尾260）
し、体前屈、反復横跳び、立ち幅跳びなど）

市民大学教養講座

精神科医としてテレビやラジオなどで活躍されている
名越康文さんを講師に迎え、うつ病や睡眠障害などの 市民交流センター
現代人に多発している心と体の現象をオンタイムの話 （下津町下津500-1）
題を交えて講演いただく。

問い合わせ先
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）

市民会館
（☎073-482-2507）

山本勝之助商店・山本
一般公開
家（阪井）
①山本勝之助商店・山本家 国の登録有形文化財の一般公開を行います。
中野家（七山)
②中野家
普段見ることができない建物の内部を見学できます。
尾崎林太郎家・池庄漆
③尾崎林太郎家・池庄漆器店
器店（黒江)

和歌山県国教育委員会生涯
学習課
（☎073-492-0143）

認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換や ファーストガーデン
ひと休みできる場です。認知症のご本人やその家族、地域 （名高532-14 海南駅前
の人、専門職等どなたでも参加できます。
一番街商店街内）

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）

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～
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