海南市役所 2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
歴史民俗資料館
（☎073-487-3808）

～3月31日（金） 9:00 -16:30

特別展「竹の民族と文化」

～3月15日（水） 15:00 -16:00

幼児親子体操教室

親子で一緒に楽しむ体操教室です。

総合体育館
(大野中1106）

生涯学習課
（☎073-492-3349）

～3月16日（木） 10:00 -11:00

親子ヨガ教室

親子で一緒に楽しむヨガ教室です。

総合体育館
(大野中1106）

生涯学習課
（☎073-492-3349）

2月3日（金）
～11日（土）

節分ぶりぶり大祭

厄除や家相のお祓いが行われ、2月3日から数え
て、8泊9日目（八九「やく」）が11日となること
から、この日まで開催されます。

春日神社
（大野中1056）

春日神社
（☎073-483-7547）

金剛山山頂周辺のブナ林の樹氷は見事です。冬山
の楽しさを体験します。

総合体育館（大野中
1106）発→五条市小和
町（登山口）→天ケ滝
新道→金剛山山頂
（1,125ｍ）→ロープ
ウェイ千早駅→温泉入
浴→総合体育館着

海南市体育協会
（総合体育館内
483-4300）

2月4日（土）

9:00 - 16:00

7:00 - 18:00

金剛山冬山トレッキング

2月4日（土）

13:30 -

みんなで創ろう 助け合い社
会フォーラムin海南市～さあ 講演：みんなで創ろう 助け合い社会とは（仮題）
行こう！あなたの出番です 講師：公益財団法人 さわやか福祉財団
～

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

高齢介護課
（☎073-483-8760）

2月4日（土）

14:00-

小・中学生による人権作文発表や講演会をします。
大野地区人権ふれあい集会 講演内容：「障害者の人権を考えてみよう」
講師」社会福祉法人一峰会 理事長 竹内良子さん

大野公民館
（大野中600-2）

市民交流課人権推進係
（☎073-483-8439）

2月7日（火）

10:30 -

育児講座

2月11日（土）

10:00 - 11:30

2月11日（土）

13:30 -

けん玉伝道師の向井先生
によるけん玉教室
リサイクル・ブックフェ
ア

14:00 - 14:30
2月11日（土）

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

2月12日（日）

9:00-10:30

軽トラ市

内容：遊んでばかりで大丈夫
講師：和歌山大学教育学部教授

富田晃彦さん

年長さんから大人までを対象としたけん玉教室を
開催します。
内容の古い本などを無償提供します。
「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。
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。
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子育て支援センター五
月山
（北赤坂3-1）
大東小学校体育館
（下津町方1）
下津図書館
（下津町下津500-1）
下津図書館
（下津町下津500-1）
児童図書館
（日方1525-2）
JR海南駅西側広場
（名高187-8）

☎073-

五月山こども園
（☎073-483-8888）
NPO法人すまいるはうす
（☎090-7340-5765）
下津図書館
（☎073-492-4489）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）
産業振興課
（☎073-483-8464）

海南市役所 2月行事予定
日付

時間帯

行事名

内容
市内の農家の方々が育てたお米や野菜を使って
作ったランチを味わってみませんか。日頃から味
おもてなし農家レストラ
2月14日（火） 11:30 噌やお菓子などの加工・調理に工夫を重ねる農家
ン
の女性が、自らの特技を生かして食事を提供する
初めての試みです。
内容：手作りおもちゃ「いないいないばあ人形」
2月15日（水） 10:00 -11:00 子育て講習会
を作ろう
講師：山路幸子さん
JR海南駅、駅前商店街、黒江川端通り周辺、琴ノ
2月15日（水）
10:00 - 16:00 第7回紀州海南ひなめぐり 浦温山荘園、県立自然博物館等でひな人形を展
～3月15日（水）
示、町めぐりを楽しむイベントを開催します。

場所

問い合わせ先

農村婦人の家
（重根西二丁目7番地
4）

海南市農村婦人の家
（☎073-487-4570）

マリア幼稚園
（日方1273-4）

マリア幼稚園
（☎073-482-2190）

市内各所

紀州海南ひなめぐり実行委
員会
（☎080-3840-0740）

市役所5階 第2委員会
室
（日方1525-6）
児童図書館
（日方1525-2）
紀三井寺公園陸上競技
場（和歌山市毛見200）
～和歌山県庁前（和歌
山市小松原通1-1）

2月16日（木）

11:00 - 12:00

平成29年度予算案記者発
表

本市の平成28年度予算案の記者発表を行います。

2月18日（土）

9:30 - 17:00

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。

2月19日（日）

11:00 -

第16回和歌山県市町村対
抗ジュニア駅伝競走大会

10区間21.1kmを、各市町村代表の小学生、中学生
でリレーします。

2月19日（日）

14:00 -

青島 広志 音楽は個
性!!～三人の個性的な音
楽家が皆様に贈る～

個性的な3人の音楽家による名曲の数々を青島広志 市民交流センター
さんのお話と共にお楽しみください。
（下津町下津500-1）

2月25日（土）

9:00 -

ファミリーカローリング
大会

2月25日（土）

13:00 - 16:00 マタニティスクール

2月26日（日）

9:00 - 12:00

2月28日（火）

13:00 - 15:00

救急講習会

認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

小学3年生以上の3～6人を1チームとするチーム対
抗戦でカローリング競技を行います。大会終了後
には、お楽しみ抽選会も行う予定です。
すこやかな赤ちゃんの誕生を願って「マタニティ・スクー
ル」を開催しています。
内容：妊娠中と出産後の過ごし方、シュミレーターを使っ
たお父さんの妊婦体験、人形を使った赤ちゃんの抱き
方、オムツ交換、沐浴の実習ほか
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
講習も実施します。

児童図書館
（☎073-483-8739）
教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）
市民交流センター
（☎073-492-4490）

総合体育館
（大野中1106）

教育委員会生涯学習課
（☎073-492-3364）

海南保健福祉センター
（日方1519-10）

健康課
（☎073-483-8441）

防災研修センター（消
防本部3階）
（日方1294-13）

消防本部
（☎073-482-0119）

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。
海南保健福祉センター
内容：軽い運動でリフレッシュしましょう
（日方1519-10）
講師：ゆうゆうスポーツクラブ海南
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企画財政課
（☎073-483-8408）

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）

