海南市役所 4月行事予定
日付

時間帯

行事名

4月1日（土）

15:00 -

春祭・勧学祭

4月2日（日）

10:00 - 15:30 第1回お菓子まつり

4月2日（日）

12:00 -15:30

亀池さくらまつり

4月2日（日）

11:20 -

橘本神社全国銘菓奉献祭

4月4日（火）

10:00 -

きらら子ども園入園式

きらら子ども園で開催される入園式

4月8日（土）

13:30 -

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。

14:00 - 14:30
4月8日（土）

絵本のよみかたり会
15:00 - 15:30

内容
新入生の祈祷・ランドセル清祓
祭典（15時～）、投餅神事（16時～）
・お菓子のワークショップ（アイシングクッキー・キャン
ディレイ）
・お菓子のかみさま 読み聞かせ&寸劇
・お菓子の街 海南キャラクター「海ニャン」の表彰式
・大お菓子まき大会（15：00～）
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。
全国津々浦々の菓子製造業者から、和菓子・洋菓子・
飴菓子など、さまざまなお菓子が供えられ、各社の商売
繁盛を祈願します。

「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。野菜、果物、農産加工品、水産加工品、惣菜
物などそろっています。
○「わせん 梅めんたいor 九条ネギ」プレゼント（先着
200人）
○体験工房（パワーストーン、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、似顔絵）を
開設します。

場所
宇賀部神社
（小野田917）

問い合わせ先
宇賀部神社
（☎073-487-3285）

わんぱく公園
（大野中995−2）

鱧の街・菓子の街 海南プロ
ジェクト実行委員会
（☎073-492-4300）

亀池公園 多目的広場
（阪井452）

海南市観光協会
（☎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
（沖野々434）
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）

子育て推進課
（☎073-483-8582）
下津図書館
（☎073-492-4489）
下津図書館
（☎073-492-4489）
児童図書館
（☎073-483-8739）

JR海南駅西側広場
（名高187-8）

産業振興課
（☎073-483-8464）

4月9日（日）

9:00 - 10:30

軽トラ市

4月9日（日）

9:00 - 18:00

かいぶつくん
春のキャンペーン

4月10日（月）

14:00 -

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

4月11日（火）

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11日（火）

10:00 -

市立小学校入学式

市立小学校で開催される入学式

市内全小学校

4月12日（水）

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（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。

児童図書館 2階
（日方1525-2）
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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）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）
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）
教育委員会学校教育課
（☎073-492-3348）
児童図書館
（☎073-483-8739）

海南市役所 4月行事予定
日付

時間帯

4月16日（日）

行事名

内容
場所
東海近畿地方2府4県、約1100㎞を4日間にわたり走行
するクラシックスポーツカーの祭典が開催され、たくさん
La Festa Primavera（ラ フェ のクラシックカーがやってきます。
うるわし館
スタ プリマベラ）2017
スタンプポイントとなるうるわし館にクラシックカーが一 （船尾222）
時停車しますので、昔懐かしいクラシックカーを間近で
見ることができます。

4月16日（日）

7:00 - 19:00

市長選挙

4月23日任期満了に伴う選挙執行となります。

4月20日（木）

9:00 -

第6回市民総合グラウンド・
ゴルフ大会

グラウンド・ゴルフ大会を開催します。

4月21日（金）

10:30 -

育児講座

内容：わらべうたであそぼう
講師：玉口 邦子さん

10:00-11:30
4月23日（日）

こどもの読書週間イベント
「図書館ツアー～図書館の
14:00 - 15:30 仕事を知ろう～」

4月23日（日）

13:30 - 15:00

こどもの読書週間イベント
「つくってあそぼう！」
認知症カフェ
～やすらぎカフェ～

4月25日（火）

13:00 - 15:00

4月27日（木）

10:00 - 11:30 市制施行記念表彰式

館内案内、書庫探検、本の修理・装備を見学、館長の
はなし～図書館の話～、読み聞かせ体験、自分で本を
借りてバコードリーダーでバーコードをスキャン、返却本
を棚に戻す作業、しおりづくり
幼児から小学生までを対象とする工作教室を開催しま
す。ぶんぶんゴマ、はねガエル、からくりびょうぶ、本の
しおりなどを楽しく作ります。

うるわし館
（☎073-482-0322）

選挙管理委員会事務局
（☎073-483-8400）
海南市体育協会事務局
別院専用グラウンド・ゴル （☎073-483-4300）
フ場（別院636番地1）
海南市グラウンド・ゴルフ協会
（☎073-487-2061）
子育て支援センター五
五月山こども園
月山
（☎073-483-8888）
（北赤坂3-1）
市内各所

下津図書館、市民交流セ
下津図書館
ンター（下津町下津500（☎073-492-4489）
1）
市民会館
（日方1271-108）

ファーストガーデン
認知症の人が活動を楽しみ、介護する家族が情報交換
（名高532-14 海南駅前
やひと休みできる場です。
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

児童図書館
（☎073-483-8739）
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）

