
月　日 イベント名 主　催　（共　催） 開催場所 参加資格他 連絡先＆ＨＰアドレス 備考

４/２（日） 関西ビーチサッカーリーグ２０１７　第１節 関西ビーチサッカーリーグ実行委員会 潮騒ビバレーコート 登録チーム
https://www.facebook.com
/KansaiBSl/

観戦無料

４/１５（土） ビーチバテニス教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

箱作海水浴場管理組合
072-476-3319

http://www.geocities.jp/piti
piti_siohigari/hp/index.html
潮干狩り管理組合
072-494－2141

http://www16.ocn.ne.jp/~ta
nnowa/
阪南市商工会
072-473-2100

http://www.hannan-sci.jp/

４/１５（土）～
５/１４（日）

泳ぐ鯉のぼり せんなん里海公園管理事務所 せんなん里海公園内 一般者寄贈
せんなん里海公園
072-494－2626

無料

５/14（日） ４人制ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰｵｰﾌﾟﾝ大会(連盟)・BTOC共催大阪府ビーチバレー連盟 ・BTOC
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

一般
http://www.ova.gr.jp/beach
/

事前申込
観戦無料

５/14（日） ビーチバレー教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

５/２１（日） 関西ビーチサッカーリーグ２０１７ 第２節 関西ビーチサッカーリーグ実行委員会 潮騒ビバレーコート 登録チーム
https://www.facebook.com
/KansaiBSl/

観戦無料

５/２7（土） 大阪湾生物一斉調査
大阪湾生き物一斉調査プログラム実行
委員会

さとうみ磯浜・楽習館前 一般
実行委員会事務局河原
090-9623-6372

事前申込

５/２８（日） 岬ライオンズクラブ第１０回ビーチバレー大会 岬ライオンズクラブ
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

中高生
及び　一般

岬ライオンズ
072-492-4300

観戦無料

６/４（日） 第１１回親子しぜん体験会 せんなん里海公園管理事務所 せんなん里海公園内 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

６/４（日） ４人制ビーチバレーオープン大会 大阪府ビーチバレー連盟 ときめきビーチ 一般
http://www.ova.gr.jp/beach
/

当日申込ＯＫ
観戦無料

６/11（日） 岬町子ども会交歓会・磯遊び 岬町教育委員会 せんなん里海公園内
岬町、他町
こども会

岬町教育委員会、生涯学習
事前申込

岬町生涯教育課

６/１５（木）～
８/１５（火）

第６回フォトコンテスト せんなん里海公園管理事務所 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

６/１８（日） ビーチサッカー関西地区予選 大阪府ビーチサッカー連盟 潮騒ビバレーコート 一般

チームコスミック事務局
072－272-6605

www.cosmic.ne.jp

６/２５（日） 高校生ビーチバレー実技講習会 大阪高体連・大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

一般
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

６/２１(水）～７/７
(金）

七夕まつり せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレー玄関 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

無料

潮干狩り管理組合
072-494－2141

http://www.tannowa.or.jp/k
aisuiyoku_top.html
箱作海水浴場管理組合
072-476-3319

http://www.geocities.jp/piti
piti_siohigari/03/topi.html

７/２（日） 第８回連盟杯4人制ビーチバレー大会 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

７/９（日） 第27回ビーチバレー大阪高校選手権 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

７/１５（土） ビーチテニス岬オープン大会 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://s-
sheep.sports.coocan.jp/she

観戦無料

７/１６（日） 第８回連盟杯２人制ビーチバレー大会 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

SFIDA 大阪　06-6614-
7111

観戦無料

tsuchiya@surprise-co.jp

７/２７（木） 第４回近畿ジュニアビーチバレー大会 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

SFIDA 大阪　06-6614-
7111

観戦無料

tsuchiya@surprise-co.jp

SFIDA 大阪　06-6614-
7111

観戦無料

tsuchiya@surprise-co.jp

８/５（土）～
８/６（日）

２０１７年大阪オープンビーチテニス大会 日本ビーチテニス協会
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

登録チーム
http://www.beachtennis.or.j
p/schedule/

観戦無料

８/４(金）～
８/７（月）

第１６回全日本ビーチバレージュニア男子選
手権

大阪府ビーチバレー連盟 ぴちぴちビーチ 登録チーム
http://www.ova-
gr.jp/category/1926240.ht

観戦無料

８/１１（金） センバカップ センバカップ 潮騒ビバレーコート 一般 塩谷代表 090-3050-1952 観戦無料

大阪ビーチバレー連盟
06-6585-2708

http://www.town.misaki.osa
ka.jp/japanladies/

８/１９（土）
８/２０（日）

2017ビーチバレー大阪オープン大会 大阪府ビーチバレー連盟 ときめきビーチ 一般
https://twitter.com/osakao
penBV

観戦無料

８/２７（日）
ときめきビーチフェスタ
　ビーチ（バレー・サッカー・フラッグ・バスケ）

ときめきビーチフェスタ実行委員会
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

一般
http/www.toki-
meki.net/pc/index.html

観戦無料
参加費要

９/３（日） 第５回せんなん里海さくらフェス せんなん里海公園管理事務所
ときめきビーチ＆
せんなん里海公園内

一般
せんなん里海公園
072-494－2626

観戦無料

せんなん里海公園　年間行事予定（H２９年度) 

４/１５(土）～
６/４(日）

潮干狩り
箱作海水浴場管理組合
（下荘漁業組合：072-476-0473）

ぴちぴちビーチ 一般 有料

４/２０(木）～
６/４(日）

潮干狩り
淡輪潮干狩り管理組合
（淡輪漁業組合：072-494－3069）

ときめきビーチ 一般 有料

観戦無料

４/２９（土） エピシックロックス阪南春乃陣 阪南市商工会 しおさい楽習館周辺 一般 無料

潮騒ビバレーコート

６/１８（日） ミニトライアスロン大会 チーム・コスミック事務局 せんなん里海公園内 一般

７/１(土）～
８/３１(木）

海水浴
淡輪海水浴場管理組合
（淡輪漁業組合：072-494－3069）

ときめきビーチ 一般

７/１(土）～
８/３１(木）

海水浴
箱作海水浴場管理組合
（下荘漁業組合：072-476-0473）

ぴちぴちビーチ 一般

登録選手

一般

７/２９（土）
ＳＦＩＤＡ　ＯＳＡＫＡ
ときめきビーチサッカー選手権（２）

SFIDA OSAKA 潮騒ビバレーコート 一般

７/１７（月）
ＳＦＩＤＡ　ＯＳＡＫＡ
ときめきビーチサッカー選手権（１）

SFIDA OSAKA

有料席有

７/３０（日）
ＳＦＩＤＡ　ＯＳＡＫＡ
ときめきビーチサッカー選手権（３）

SFIDA OSAKA 潮騒ビバレーコート 一般

15・16（準備）
８/１７（木）～

８/２０(日）

第２８回ビーチバレー全日本女子選手権大会
（ジャパンレディース2017）

全日本ビーチバレー女子選手権実行委
員会・日本バレー協会

ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

７月 １日現在 
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月　日 イベント名 主　催　（共　催） 開催場所 参加資格他 連絡先＆ＨＰアドレス 備考

せんなん里海公園　年間行事予定（H２９年度) ７月 １日現在 

９/３（日） ４人制ビーチバレーオープン大会(近畿大会予選）大阪府ビーチバレー連盟 ときめきビーチ 一般
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

９/７（木） 磯浜見学会 大阪府港湾局 さとうみ磯浜 招待学校
阪南港湾事務所
072-439-5261

９/９（土） ウミホタルウオッチング うみべの森を育てる会 ときめきビーチ 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

９/１７（土）
９/１８（日）

ビーチハンドボール大会 和歌山県高体連ハンドボール専門部 潮騒ビバレーコート 一般
http://sports.geocities.jp/h
and_wakayama/

観戦無料

９/２４（日） 第4回近畿ビーチバレー4人制ミックス大会 大阪府ビーチバレー連盟
ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

一般
http://www.ova.gr.jp/beach
/

観戦無料

１０／１（日） 関西ビーチサッカーリーグ２０１７ 最終節 関西ビーチサッカーリーグ実行委員会 潮騒ビバレーコート 登録チーム
https://www.facebook.com
/KansaiBSl/

観戦無料

１０／１（日） ビーチノルディックウォーク大阪大会 大阪府ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ連盟南大阪支部 園路および人工砂浜 一般
http://www.nw-
southosaka.com/

事前申込

１０／２１（土） 第１2回親子しぜん体験会 せんなん里海公園管理事務所 公園内 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

１０／２９（日） ビーチサッカー教室 せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレーコート 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

１１／５（日） 親子で木登り体験 せんなん里海公園管理事務所 公園内 一般
せんなん里海公園
072-494－2626

事前申込

１１／２３（木） 阪南市健康マラソン大会
主催：阪南市教育委員会
主管：阪南市体育協会

せんなん里海公園内
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ・園路・ﾒｲﾝ園路

一般 阪南市体協：471-5224 事前申込

未定～
１２/２５（月）

クリスマス飾り せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレー玄関ホール
せんなん里海公園
072-494－2626

１２/２(土） ホットな手作り教室 せんなん里海公園管理事務所
せんなん里海公園内
＆潮騒ビバレー

一般
http://www.osaka-
park.or.jp

事前申込

未定 みんなでワカメを育てよう！ NPO/CAN
潮騒ビバレー多目的室
人工磯浜

一般 http://www.npo-can.org/ 事前申込

１２/２６（火）～
１/未定

門松＆お正月飾り せんなん里海公園管理事務所 潮騒ビバレー前・ホール
せんなん里海公園
072-494－2626

Ｈ３０/1/1３（土）
新春里海まつり　２０1８寒稽古フェスタ
　“海に吼える！”

新春里海まつり　寒稽古フェスタ
“海に吼える！”実行委員会

ときめきビーチ＆
潮騒ビバレーコート

一般
せんなん里海公園
072-494－2626

参加無料

未定 ワカメの収穫祭 NPO/CAN
潮騒ビバレー多目的室
人工磯浜

一般 http://www.npo-can.org/ 事前申込

未定 泉南郡市・阪南市中学校駅伝大会 泉南郡の中学校対抗、選抜
せんなん里海公園内
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ・園路・ﾒｲﾝ園路

中学校選抜
当番校：田尻町立中学校
担当：生川先生(465-0142)

観戦無料
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