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予定(27 年度第 2 四半期)
教育総務課

【教育総務課】
【総務企画グループ】
1．総合教育会議
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づく、市長と教育委員会の協議並
びに事務の調整
8月4日

第1回会議

2．教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条の規定に基づく、事務の管理及び執行状況の
点検及び評価
7月8日

学識経験者との第1回会議

7月27日

教育委員との第1回打合せ (7月定例会後予定)

9月下旬

学識経験者との第2回会議

3．技能主事職員研修
(1) 小中学校及び給食センター職員研修
職員の知識・能力の向上を図ることを目的として実施。
開催日

8月11日(火)

場所

総合教育センター（大研修室）

テーマ

｢（仮）DIYについて｣
講師 DIYアドバイザー（株式会社 サンデー）

対象

小中学校及び給食センターの技能主事

【学校施設グループ】
4．平成27年度第2四半期発注予定工事
(1) 営繕工事
①中学校
市立鮫中学校プール排水用側溝改修工事

（工期 9月～11月）

市立下長中学校西校舎一部屋上防水工事

（工期 8月～11月）

市立中沢中学校屋内運動場屋根改修工事

（工期 9月～12月）

市立是川中学校キュービクル他改修工事

（工期 9月～28年2月）
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(2) 大規模改修工事
①小学校
図南小学校トイレ改修工事設計業務委託

（工期 9月～11月）

根城小学校校庭改修工事測量設計業務依託 （工期 9月～11月）
多賀小学校キュービクル他改修工事

（工期 8月～28年3月）

多賀小学校土留め改修工事

（工期 9月～28年3月）

②中学校
湊中学校トイレ改修工事設計業務委託

（工期 9月～11月）

(3) 非構造部材落下防止対策事業（実施設計）
①小学校
小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事

（工期 8月 ～10月）

実施設計業務委託（11校）
（城北小、吹上小、柏崎小、青潮小、白鴎小、日計ヶ丘小、多賀小、田面木小、島守小、美保野小、明治小）
②中学校
中学校屋内運動場等天井等落下防止対策工事

（工期 8月 ～10月）

実施設計業務委託（8校）
（第三中、明治中、豊崎中、大館中、中沢中、東中、南浜中、是川中）
(4) 非構造部材落下防止対策事業（工事）
①小学校
小学校屋内運動場天井等落下防止対策工事（18校）

（工期 9月～28年1月）

（豊崎小、図南小、是川小、下長小、八戸小、長者小、根城小、江南小、白銀小、
鮫小、大久喜小、金浜小、高館小、根岸小、西園小、桔梗野小、轟木小、町畑小）
②中学校
中学校屋内運動場天井等落下防止対策工事（10校）

（工期 9月～28年1月）

（島守中、根城中、下長中、第一中、第二中（※）、長者中、小中野中（※）、江陽中、湊中、白銀南中）
※屋内運動場と併せて柔剣道場も工事対象となる学校
(5) 西白山台小学校建設事業
西白山台小学校校舎・屋内運動場建設本棟工事

（工期 10月～29年2月）

西白山台小学校校舎・屋内運動場建設弱電設備工事 （工期 10月～29年2月）
西白山台小学校校舎・屋内運動場建設強電設備工事 （工期 10月～29年2月）
西白山台小学校校舎・屋内運動場建設空調設備工事 （工期 10月～29年2月）
西白山台小学校校舎・屋内運動場建設給排水衛生設備工事（工期 10月～29年2月）
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【学校教育課】
【学務グループ】
1．市立小・中学校適正配置
(1) 短期検討課題
課題が解決した短期検討課題について、統合や分離・新設に向けて、引き続き保護者、地域、学校
との話し合いや事務手続き等を進める。
1

市野沢小と中野小と鳩田小の統合

平成 28 年 4 月 1 日実施予定

2

白山台小の分離・新設

平成 29 年 4 月 1 日実施予定

(2) 中期検討課題
短期検討課題及び着手済みの中期検討課題の進捗状況を考慮しながら、予定している検討課
題に順次着手する。
2．八戸市奨学金
一次選考(書類審査)

7月7日(火)

二次選考 一般：7月28日（火）～7月31日（金）、特別：7月27日（月）
(一般奨学金応募者は面接審査、特別奨学金応募者は小論文審査・面接審査）
最終合格者への通知

8月中旬を予定

【経営支援グループ】
3．学校経営支援
(1) 学校訪問
時期

7月1日（水）～9月28日（月）

学校数

小学校13校、中学校10校 合計23校

訪問者

次長、課長、経営支援GL、指導主事、課職員

内容

教職員の自己目標達成に向けた計画と進捗状況の把握
学校目標に係る学校評価の計画と進捗状況の把握
教職員の人事面における現状把握

(2) 他管交流者勤務校訪問
時期

7月23日(木)～24日(金)
（中南管内1名、下北管内2名）

訪問者

教育長、課長、経営支援GL

内容

計画的他管交流者として転出・勤務している管理職の勤務状況の把握
学校経営・運営の充実に向け管理職の激励
(計画的交流の初年度および3年目)
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(3) 教頭と教育長の情報交換会
期日

8月5日(水)

出席者

教育長、次長、学校教育課長、経営支援GL、指導主事
27年度市内小・中学校の採用教頭 小学校10名 中学校5名

内容

教頭としての職務等について意見交換
学校経営、運営の充実に向けた新教頭への激励

【学校給食グループ】
4．学校給食関係
(1) 第 1 回学校給食審議会
期日

8月21日(金)

場所

本館3階 議会第2委員会室

内容

委嘱状の交付
学校給食の現状と今後について

(2) 第 3 回献立検討会議
期日

8月27日(木)

場所

八戸市福祉公民館

出席者

給食主任代表、保護者代表

内容

11月～1月分の献立検討

(3) 第 2 回給食主任研修会
期日

8月27日（木）・8月28日（金）

場所

八戸市福祉公民館

出席者

給食主任

内容

平成29年度からの給食実施体制について
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【教育指導課】
【実践支援グル－プ】
1．学校訪問(計画訪問、要請訪問)
7月7日(火)の北稜中学校から9月30日(水)の島守中学校まで、小学校10校及び中学校4校を訪問し、
「わかった！できた！身についた！が実感できる授業づくり」についての各学校の取組状況の把握と指
導・支援を行う。
2．さわやか 八戸 グッジョブ・ウィーク事業
実施予定
7月(9校)

中沢中、小中野中、白山台中、田代中、南浜中、第一中、明治中、大館中、長者中

9月(6校)

三条中、東中、島守中、北稜中、第二中、白銀中

3．幼保小連携推進事業
8月5日(水)に幼保小連携研修講座を開催する。全体会では宮城学院女子大学児童教育学校特任
教授渡辺徹先生による講演、分科会では幼稚園・認定こども園・保育園・小学校の指導者による、グル
ープごとの話合いを行う予定である。
4．地域密着型教育推進事業
コーディネーター研修会を開催し、各推進校のコーディネーターの業務が円滑に進むように支援する。
担当指導主事による各地域学校連携協議会への出席・助言等、各推進校の事業推進に向け支援する。
5．小・中ジョイントスクール推進事業
中学校区毎の研修会に担当指導主事が参加し、支援する。
学校訪問の際、授業改善、学力向上に当事業の効果的な活用を進めるよう指導・助言する。
6．市学力実態調査等
自校の結果との比較検討を通して授業改善に生かすよう、学校訪問や各研修会等でも説明する。
8月26日(水)に青森県学習状況調査を実施する。対象学年及び実施教科は次のとおり。
小学校5年

「国語・社会・算数・理科」の4教科

中学校2年

「国語・社会・数学・理科・英語」の5教科

7．教育研究指定事業
担当指導主事が中心となって、各校の研究を支援する。
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8．国際理解教育・英語教育推進事業
外国語指導助手(ALT)による市内全小・中学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施予定。
7月27日(月)、28日(火)に1回目の「ALTと話そう(市内小･中学生対象講座)」を実施予定。
9月に行われる市英語弁論大会に向けて、7月下旬～8月下旬にかけて原稿作成の補助やスピーチ
の指導予定。大会当日はALTがゲストスピーカーを務める予定。また、三戸郡英語弁論大会では
ALT2名が審査員を務める予定。
7月、9月にALT通信を全小・中学校へ送付予定。
9．いのちを育む教育アドバイザー事業
「いのちを育む教育アドバイザー」が担当する各中学校を訪問し、講演会等を実施する予定である。
実施後は、各校から実施報告書を提出してもらい、成果と課題についてまとめ、八戸市における「いのち
の教育」の充実のため支援していく。
10．学校飼育動物ネットワーク支援事業
7月30日(木)に、学校獣医師及び各小学校ふれあい指導担当者が参加し、「ふれあい指導担当者事
前研修会」を実施する予定である。学校獣医師が訪問した際の「ふれあい指導(動物を活用した授業)」
の授業計画についての検討をグループごとに行う。また、9月から小学校での「ふれあい指導」を実施す
る予定である。
11．マイブック推進事業
マイブッククーポン使用期限である8月31日(月)まで、書店を訪問するなどして状況把握に努める。
12．広域的体験学習支援事業
7月以降の実施予定校について、体験施設等の確認をし、実施する。

【青少年グル－プ】
13．南部藩ゆかりの都市との交流事業
八戸市内の小学生45人(各校1人)を岩手県遠野市・紫波町へ派遣し、遠野市の小学生と交流を図る、
また、遠野市からの受け入れ事業を行う。
(1) 派遣事業団
2回目研修会 7月10日(金)
遠野訪問

7月27日(月)～29日(水)(2泊3日)

(2) 受け入れ事業
遠野市から 26 名の小学生と引率者

8 月 3 日～8 月 4 日

八戸三社大祭山車引き体験、種差自然の家での活動等
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14．青少年グル－プ学校訪問(小学校45校 7月～8月)
生徒指導上の課題に対する助言と、生徒指導状況の情報収集のために、市内各小学校を訪問する。
15．青少年(中・高校生)の地域活動(ボランティア)事業
中・高校生からボランティアの登録をしていただき、公的機関や市民団体等からボランティア派遣依
頼を受け実施する。
期間

6月～平成28年2月

登録者

中学：20校 715名

高校：13校 1,840名

(公民館活動、おまつり広場、青少年のための科学の祭典等のボランティア)
16．「さわやか 八戸 あいさつ運動」決起大会及び
｢青少年の非行・被害防止全国強調月間」に伴う特別啓発活動
(1) 「さわやか八戸あいさつ運動」決起大会
日時

7月23日(木)

10:30～10:45

場所

八戸市庁 本館前市民広場

参加団体 25団体ほか
(2) 「青少年の非行・被害防止全国強調月間」啓発活動
上記決起大会終了後、街頭啓発活動

11:00～11:30(ティッシュペ－パ－の配布)

17．八戸市青少年派遣交流事業
八戸市の青少年(中学2年生)を海外に派遣し、訪問国の歴史、文化、産業、教育等の見学や、青少
年との親善交歓を通して、国際協調の精神を育て、次代の国づくり、まちづくりを担う青少年の健全育成
を図るとともに、参加青少年による青少年団体活動への寄与を期待して行う。
訪問先

米国（フェデラルウェイ、シアトル）、ニューカレドニア（ヌメア）

事後研修 7月22日(水)、28日(火)、8月8日(土)
報告会

8月8日(土) 14:00～16:00

18．八戸市防災教育副読本作成
教科等研究委員「防災ノート活用」の部員を防災ノート改訂版の作成委員として、内容の検討会を実
施し，授業実践を通して明らかになった課題や学校での活用方法の課題などを明かにしながら，改訂
版に向けた研究を進める。
7・8月

防災ノートを活用した防災教育にせまる題材の選定と研究

9月

小学校授業実践・内容検討
各小中学校での防災ノート活用についてのアンケート実施
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【社会教育課】
【社会教育グループ】
1．八戸市民大学講座
(1) 前期開講日
7月 1日（水）

白駒 妃登美 氏

文化ホール

18:30～

7月 7日（火）

松尾 義之 氏

文化ホール

18:30～

7月22日（水）

栁澤 寿男 氏

文化ホール

18:30～

7月29日（水）

海老名 香葉子 氏
泰葉 氏

公会堂

18:30～

8月26日（水）

松井 薫 氏

文化ホール

18:30～

9月12日（土）

坂岡 洋子 氏

文化ホール

13:30～

9月19日（土）

田崎 真也 氏

南郷文化ホール

9月30日（水）

岩﨑 茂 氏

文化ホール

(2) 後期開講日

13:30～

18:30～

2．家庭教育充実事業
(1) 子育て・親育ち講座
市内各小中学校及び幼稚園、保育園及びPTAにおいて講座を実施
3．南郷区地域生涯学習活動奨励事業
南郷区自治会において講座を実施
4．公開講座開催促事業
市内大学、高等専門学校の公開講座を中心市街地の施設で開催。
8月10日（月）10:00～12:00 八戸工業高等専門学校「空気砲を作って遊ぼう」
八戸ポータルミュジアムはっち2階シアター2
5．成人式準備協力会
新成人である市内の大学生、高等専門学校生及び市内高校生からなる成人式準備協力会において、
平成28年成人式の会場飾り付け、アトラクションや記念品の選定などの企画を行う。
6．第2四半期発注予定工事等
(1) 地区公民館建替え事業
①館公民館
館公民館 本棟工事

（予定工期 9月～28年7月）

館公民館 電気設備工事

（予定工期 9月～28年7月）

館公民館 機械設備工事

（予定工期 9月～28年7月）

館公民館 建築工事監理業務委託

（予定工期 9月～28年7月）

館公民館 設計意図伝達業務委託

（予定工期 9月～28年7月）
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②江陽公民館
江陽公民館 本棟工事

（予定工期 9月～28年6月）

江陽公民館 電気設備工事

（予定工期 9月～28年6月）

江陽公民館 機械設備工事

（予定工期 9月～28年6月）

江陽公民館 建築工事監理業務委託 （予定工期 9月～28年6月）
江陽公民館 設計意図伝達業務委託 （予定工期 9月～28年6月）
③根城公民館
地質調査業務委託

（予定工期 8月～9月）

④是川公民館
基本・実施設計業務委託

（予定工期 9月～28年3月）

地質調査業務委託

（予定工期 9月～10月）

(2) 再生可能エネルギー等導入事業
八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 設備設置工事
（上長・根岸・東・白山台公民館）

（予定工期 9月～28年3月）

八戸市避難施設再生可能エネルギー等導入事業 地区公民館ソーラー街灯設置工事
（白山台・白銀・鮫・上長・根岸・東・白銀南・湊公民館）

（予定工期 9月～28年3月）

(3)主な営繕工事
瑞豊館 下水道接続工事

（予定工期 9月～12月）

下長公民館 屋根及び外壁改修工事 （予定工期 8月～11月）
大館公民館 屋根及び外壁改修工事 （予定工期 8月～11月）
根岸公民館 下水道接続工事

（予定工期 9月～12月）

柏崎公民館 駐車場拡張工事

（予定工期 9月～11月）

【文化財グループ】
7．文化財の保護・活用
(1) 史跡丹後平古墳群コンクリート擁壁調査
日程

7月～9月

場所

史跡丹後平古墳群（南白山台）

内容

史跡用地を囲うコンクリート擁壁の健全度調査を業者委託により行う

(2) 県重宝大慈寺山門説明板設置
日程

7月～9月

場所

大慈寺（松館）

内容

既存説明板き損に伴う新規説明板設置

(3) 種差海岸における外来植物オオハンゴンソウ駆除ボランティア
日時

7月26日(日)10時～

場所

鮫町字小舟渡平地内

内容

民主党青森県連等によるオオハンゴンソウ駆除
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予定(27 年度第 2 四半期)
社会教育課

(4) 三社大祭山車祭り行事調査
日時

8月1日(土)～3日(月)

場所

新羅神社、 神社、神明宮ほか

内容

山車祭り行事に係る3神社での神事を主に調査

(5) 史跡等標示事業
日程

8月～9月

場所

朔日町

内容

「朔日町」標柱設置工事予定
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予定(27 年度第 2 四半期)
是川縄文館

【是川縄文館】
1．管理運営事業
(1) ボランティア養成講座 全10回

（7月4日)

1回開催

(2) 土曜日体験教室

（7月4日・9月19日）

2回開催

(3) 日曜日縄文体験コーナー

（7月5日～7月19日・8月30日～10月25日） 期間中 12回開催

(4) 「さわやか八戸グッジョブ・ウィーク」大館中学校2年生

(7月7日～10日)

3名受入

(5) 考古学講座

（7月11日）

(6) 夏休み縄文体験コーナー

（7月25日～8月16日）

(7) これかわ考古学クラブ

（7月25日～8月9日）

6回開催

(8) 特別展「漆と縄文人」

（7月25日～9月6日)

39日間開催

(9) 特別展ギャラリートーク

(8月1日～29日の毎週土曜日)

(10)特別展考古学講座

（8月29日）

(11)縄文の布を編む講座

（9月5日）

期間中の土曜・日曜日 8回開催

2．埋蔵文化財調査事業
(1) 受託事業
道路改築事業に伴う調査

八戸城跡 6月18日～10月下旬

太陽光発電設置に伴う調査

新井田古館遺跡発掘調査 7月中旬～8月中旬

(2) 市内遺跡
長芋・牛蒡作付けに伴う調査

田面木遺跡 7月上旬～9月下旬

その他開発に伴う試掘調査
(3) 「さわやか八戸グッジョブ・ウィーク」受け入れ
長者中学校2年 7月9日～11日 2名受入
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5回開催

予定(27 年度第 2 四半期)
総合教育センター

【総合教育センター】
1．研修講座
18講座19回の研修講座を開催する予定。
2．教科等研究委員
今後の研修計画を7月末までに提出してもらう。また、検証授業や研修会など、部会毎に研究を計画
的に進めてもらう予定。
3．教育の情報化推進事業
7月27日に、「ICT活用研修講座」を開催する。授業におけるICT機器の効果的な活用のしかたにつ
いて研修を行う。
7月29日に、「校務支援システム活用研修会」を開催する。各学校のシステム運用リーダーとなる教務
主任を対象に、システムの初期設定や具体的な使い方について、演習を中心とした研修を行う。
8月3日・4日に、「HENS-CMS活用研修会」を開催する。各学校の管理職を対象に、学校ホームペー
ジや学校ブログを作成する際の具体的操作について研修を行う。
夏季休業中に、認証機能付きUSBメモリ（Fogos）の更新を行い、2学期から新システムで稼働する。
2学期から、市内全小・中学校での校務支援システムテスト運用を開始する。あわせて、教職員への
研修も実施する。
4．小学校理科観察実験アシスタント
2学期の派遣申請を各小学校から募集し、訪問計画を立て、訪問を実施する。
5．学校図書館ネットワーク事業
夏季休業中の学校の貸出業務を円滑に進めるためのサポートを行う。
学校間、あるいは教育センターと学校での図書の相互貸借について、連絡や調整をしながら運用を
進める。
6．視聴覚教育関係事業
7月8日に「三八視聴覚教育協議会前期運営委員会」を開催する。そこで選定された視聴覚教材を計
画的に購入する。
7．特別支援教育推進事業
専門指導員によって教育相談、巡回相談、就学に関する業務を行う。
健康増進課で行っている「3歳児健康診査」に月2回、「発達相談」に月1回検査員、相談員として従
事する。
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予定(27 年度第 2 四半期)
総合教育センター

8．教育相談・適応指導教室事業
教育指導課青少年グループ訪問への帯同(7月～8月)をする。
第2回保護者面談月間(8月24日～9月30日)を実施予定。
第2回学校連絡月間(9月1日～30日)を実施予定。
下学年適応支援活動「キッズ」は4回実施予定。親の会も同時に実施予定。
9．特別支援教育アシスト事業
8月4日(火)に特別支援アシスタント研修会を実施し、資質向上の一助とする。
前期の派遣期間が終わる9月に学校から「アシスタント活用報告書」、アシスタントから「活動報告書」
を提出させ、前期の活動のまとめと検証作業を行う。
8月からの新たな5名の特別支援アシスタントの配置に向け、ハローワークで公募し、面接等を行う。
要望のあがった学校の中から緊急性を考慮し、配置を予定している。
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予定(27 年度第 2 四半期)
図書館

【図書館】
【図書館運営事業】
1．図書館本館行事の開催
(1) 企画展示・貸出し
①「映画化された本たち」

6月13日(土)～7月17日(金)

②「ブッククーポンで何買おう？」

6月13日(土)～7月17日(金)

③「お部屋スッキリ！」

6月13日(土)～7月17日(金)

④「おばけ・ようかい・こわーい話」

7月1日(水)～7月30日(木)

⑤「美味しいお酒とおつまみ」

7月1日(水)～7月30日(木)

⑥「三島由紀夫賞・山本周五郎賞受賞作品」

7月1日(水)～7月30日(木)

⑦「夏休みおすすめ本」

7月18日(土)～8月21日(金)

⑧「芥川賞・直木賞受賞作品展」

7月18日(土)～8月21日(金)

⑨「ホラー＆サスペンス」

8月1日(土)～8月30日(日)

⑩「図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品展示」

8月6日(木)～8月17日(月)

⑪「シニアライフを応援！」

8月22日(土)～9月23日(水)

⑫「いのちの闘病記」

8月22日(土)～9月23日(水)

⑬「ファンタジーの世界へ」

9月1日(火)～9月27日(日)

⑭「本で世界を旅しよう」

9月25日(金)～10月12日(月)

⑮「“本のほん”展」

9月25日(金)～10月20日(火)

⑯「八戸市民大学講座講師コーナー」

6月9日(火)～10月2日(金)

(2) 調べる学習チャレンジ講座 ～図書館を使った調べる学習コンクール～
日時等

7月4日(土) 9:30～12:00

於：図書館2階集会室

講師

図書館職員

対象

小学3年生～6年生と中学生、その保護者、学校関係者

(3) 夏休み調べ学習相談会
日時等

7月23日(木)、8月2日(日)、8月6日(木)
9:00～16:00

於：図書館1階児童コーナー

指導

図書館職員

対象

小学生・中学生

(4) 図書館を使った調べる学習コンクール
作品募集 9月1日(火)～9月27日(日)
対象

市内在住・在学の小・中学生
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予定(27 年度第 2 四半期)
図書館

(5) 夏のおはなし会
日時

8月8日(土) 10:00～11:00

場所

図書館2階集会室

内容

絵本と紙芝居の読み聞かせ

対象

おおむね3歳以上

協力

八戸子どもの本の会

(6) 学校出前講座
①白銀小学校

日時等

7 月 30 日(木) 10:00～12:00

対象

教諭

内容

図書の整理、展示の仕方

②白銀南小学校 日時等

8 月 10 日(月) 14:00～16:00

対象

教諭、図書ボランティア

内容

破損本の修理、図書の装備

③城北小学校

日時等

8 月 18 日(火) 13:30～15:40

対象

図書ボランティア

内容

図書整理、分類、展示の仕方、読み聞かせの仕方

2．グッジョブ、インターンシップ等の受入れ
(1) グッジョブ
日程・人数 ① 7月6日(月)～9日(木) 4日間

白山台中学校 3名、長者中学校 2名

② 9月8日(火)～11日(金) 4日間

第二中学校 2名

(2) インターンシップ
日程

9月1日(火)～4日(金) 4日間

人数

北高校南郷校舎 2名

(3) 職場実習
日程

8月24日(月)～28日(金) 5日間

人数

八戸高専 1名

(4) 障がい者向け職場実習
日程・人数 9月2日(水)～4日 (金) 3日間

1名

【歴史資料グループ】
3．市史寄託資料の整理及び目録作成作業
4．市史寄贈資料の図書館への保管替え作業（登録・装備）
5．立花歯科医院寄贈資料目録作成作業 7月中旬より作業開始予定
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予定(27 年度第 2 四半期)
図書館

6．八戸市史講座の開催
①第 2 回 「南北朝動乱と根城南部氏－師行・政長から政光まで－」
日時

7月25日(土) 13:30～15:30

講師

菅野 文夫（岩手大学教授）

②第 3 回 「棟札・鰐口からみる戦国の八戸」
日時

8月22日(土) 10:00～12:00

講師

熊谷 隆次（八戸工業大学第二高等学校教諭）

③第 4 回「縄文時代の八戸」
日時

9月12日(土) 10:00～12:00

講師

村木 淳（是川縄文館参事）

7．古文書解読講習会の開催
講師

斎藤 潔氏

内容

受講回数3回以下の初心者を対象に古文書を読むための基礎知識を学習する。

日程

7月11日(土)、7月26日(日)、8月23日(日)、8月29日(土)、9月5日(土)

時間

10:00～11:30

場所

図書館2階集会室

募集人員 25名
参加費

2,376円(辞典代)

8．その他
岩手デジタルミュージアム事業 絵図撮影予定 8月24日、25日
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博物館

【博物館】
1．博物館・管理運営事業
・博物館クラブ
7月12日(日) 草木染め
7月19日(日) からくり貯金箱を作ろう
8月 8日(土) ガラス工作
・大久喜浜小屋一般開放 （計 6 回）
7月19日(日)・26日(日)
8月 2日(日)・ 9日(日)・ 16日(日)・ 23日(日)
・市指定文化財山車人形 修復お披露目
7月25日(土)～8月16日(日)
2. 特別展等開催事業
・戦後 70 年特別展 「かつて戦争の時代に」－記憶を継承するために－
7月11日(土) ～8月30日(日)
併催

7月26日(日)

講演会「青森県の空襲」

8月 9日(日)

講演会「八戸空襲と防空監視隊勤務の体験について」

8月23日(日)

講演会「八戸要塞と青い目の人形」

8月8日(土)・15日(土) 特別展ギャラリートーク
・ミニパネル展 「八戸の災害」
9月1日(火）～9月30日(水）
3．第1回博物館協議会
日時

7月7日(火) 13：30～15：30

場所

市庁 本館3階 第2委員会室

出席者

委員9名/事務局11名

案件

①平成26年度事業実施報告について
②平成27年度事業計画について
③その他

4．各種受入れ事業
・グッジョブ受入れ
7月6日(月)～7月9日(木)

長者中学校

4名

7月7日(火)～7月9日(木)

白山台中学校

3名

7月7日(火)～7月10日(金) 明治中学校

2名
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博物館

・博物館実習生受入れ
8月21日(金)～8月28日(金)

5名

8月21日(金)～9月5日(土)

1名

・インターンシップ受け入れ
8月14日(金)～8月20日(木) 八戸工業大学

1名

5．根城の広場・管理運営事業
・根城おもしろ講座
7月 5日(日) 歴史講演会「発掘された盛岡南部家の墓所」

54人

7月19日(日) オリジナル箸置きを作ろう
7月26日(日) ミニ合掌土偶を作ろう
8月 8日(土) 置時計を作ろう
8月 9日(日) 木工細工 ～野鳥の巣箱を作ろう～
8月30日(日) 八幡馬の歴史と絵付け体験 ～郷土玩具作りに挑戦～
9月 6日(日) えんぶりミニ烏帽子づくり ～新図柄～
9月20日(日) 歴史講演会「中世糠部の遺跡を訪ねる」
・指定管理者自主事業
9月14日(月) 第10回「根城南部杯グラウンド・ゴルフ大会」

【南郷歴史民俗資料館】
1．企画展開催事業
企画展「日活・青春映画スター展」

7月11日(土)～9月6日(日)

併催 7月18日(土)・19日(日) 映画上映会
企画展「なつかしいこどものせかい展」

9月19日(土)～3月27日(日)

2．教育普及
・講座
7月3日(金) 「南郷文化財巡り」

23人

8月7日(金) 「南郷わき水巡り」
9月4日(金) 「島守四十八社巡り」
3．各種受け入れ事業
・博物館実習生受け入れ
8月26日(水)～8月28日(金)

6名
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