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予定(3 年度第 3 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。
日時

10月22日(金) 9：00～

場所

是川小学校

【学校施設グループ】
2．令和3年度第3四半期発注予定工事等
(1)営繕工事等
①小学校
城下小学校校舎屋上等改修工事

(予定工期：11月～令和4年2月)

-1-

予定(3 年度第 3 四半期)
学校教育課

【学校教育課】
【学務グループ】
1．就学事務
(1)新小学 1 年生就学通知
発送日

10月7日(木)

対象者 1,644人

(2)就学時健康診断
期間

10月21日(木)～11月22日(月)

実施校 42校

2．就学援助
(1)新入学児童生徒学用品費等小学校入学前支給
受付期間

11月25日(木)～12月17日(金)

3．市立小・中学校適正配置
(1)中期及び長期検討課題
着手済みの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。

【経営支援グループ】
4．学校経営支援
(1)学校訪問
時期

10月1日(金)～11月4日(木)

訪問者

課長、経営支援GL、主任指導主事

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

【学校給食グループ】
5．学校給食関係
(1)第 2 回｢手づくり弁当の日｣の実施
期日

10月4日(月)

対象校

66校(小学校42校、中学校24校)
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予定(3 年度第 3 四半期)
学校教育課

(2)第 2 回献立検討会議
期日

10月12日(火)

西地区給食センター分

10月14日(木)

北・東地区給食センター分

参加者

給食主任、保護者

内容

1月～3月分の献立検討

(3)学校給食・食育活動見学会
期日

11月25日(木)

場所

中沢中学校

内容

食育授業参観
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予定(3 年度第 3 四半期)
教育指導課

【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)
計画訪問

小学校16校、中学校10校 計26校を訪問予定

要請訪問・一般研修等支援

31校で実施予定

2．地域密着型教育推進事業
11月17日(水)に、青森県教育委員会と共催で地域密着型コーディネーター研修会を開催
要請に応じて、各地区の地域学校連絡協議会に事業担当者が出席
3．教育研究指定事業
各指定校において研究を進める。
4．小・中学校ジョイントスクール推進事業
学校訪問の際に、｢授業づくり｣｢居場所づくり｣｢絆づくり｣の視点で、各校の取組や事業の状況を確
認
12月に各校へ事業実施アンケート調査を予定
5．幼保小連携推進事業
就学児保護者向けパンフレット｢わくわくいっぱい いちねんせい｣(6月に幼稚園・こども園・保育園等
を通じて配付)を未受領の保護者に対して各小学校の就学時健診時に配付
12月、幼・保・こ・小を対象に事業実施アンケート調査を予定
6．マイブック推進事業
10月に各学校及び保護者に対してアンケート調査を実施予定
7．いのちを育む教育アドバイザー事業
医師による講演会を中学校9校で実施予定
8．学校飼育動物ネットワーク支援事業
動物を飼育している小学校と担当学校獣医師による個別相談
9．広域的体験学習支援事業
報告書の感想等を集約し、来年1月には各施設への来年度の事業説明や活動内容等についての
検討会を実施
10．学校図書館支援事業
各派遣校での活動について、月1回の研修会等を通して情報を共有
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予定(3 年度第 3 四半期)
教育指導課

11．ひらく・楽しむ新聞活用事業
新聞活用の工夫について、学校訪問等の場で助言するとともに、新聞活用事例について情報提供
デーリー東北新聞社、東奥日報社と連携し｢新聞活用出前講座｣を市内小・中学校で実施予定

【青少年グル－プ】
12．八戸市スクールソーシャルワーカー活用事業
八戸市スクールソーシャルワーカーが、それぞれの対応事例について、共有・協議することにより、学
校や保護者・関係機関との連携強化や相談体制の充実を図る。
SSW連絡協議会

11月26日(金) 10:00～12:00

〔市総合教育センター〕

13．「夢の教室」事業
様々なジャンルのアスリートを「夢先生」として迎え、実体験等に基づく授業を通じて小学生に「夢を持
つこと」の大切さを伝え、失敗を乗り越えて夢や目標を向かって努力しようという意識や態度を育むととも
に、プロの選手に触れる機会を与えることで、スポーツに親しむ心や向上心を高める。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインにて実施
実施校

4校8クラス

時期

11月から12月まで

14．青少年(中・高生)の地域活動(ボランティア)事業
11月のボランティア活動の予定
事業内容

八戸花火大会

15．子ども・若者育成支援強調月間街頭キャンペ－ン
日時

11月中

場所

中心街にて街頭啓発活動
(新型コロナウイルス感染拡大状況により、地域や団体での啓発活動を関係者に依頼)

内容

｢愛の一声｣市民会議による青少年の健全育成ＰＲ(記念品の配布)

16．ネット情報モラル支援事業
児童生徒の安全なインターネットの利用や情報活用能力の向上のために、学校に講師を派遣したり
講演に係る費用を補助したりして、学校でのインターネット教室の開催を支援する。
17．勤労青少年ホーム
勤労青少年福祉に関する事業を総合的に行い、レクリエーションや体力づくりなど余暇活動への便
宜を図るとともに、教養講座などの事業を行う。
通年講座
クラブ活動
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予定(3 年度第 3 四半期)
社会教育課

【社会教育課】
【社会教育グループ】
1．八戸市民大学講座
10月13日(水)

三浦 雅士 氏

公会堂

18:30～

10月27日(水)

コウケンテツ 氏

公会堂

18:30～

11月17日(水)

佐藤 大和 氏

公会堂

18:15～修了式

18:30～講演

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
実施予定講座(判明分)
10月13日(水)

豊崎中学校

(2)第 2 回家庭教育研修会の開催(市民大学講座第 7 講義併催)
日時

11月17日(水) 18:30～

場所

公会堂

講師

弁護士 佐藤 大和 氏

演題

夢の実現のために「家庭教育で使える法律の話」

3．令和3年度新成人代表者と市長との懇談会
日時

11月21日(日) 10:00～

場所

八戸グランドホテル

4．成人式準備協力会
新成人である市内の大学生、高等専門学校生等からなる成人式準備協力会において、令和4年成人
式の企画を行う。
(第1回会議)
日時

10月11日(月) 18:30～

場所

本館4階会議室

参加者

14名

(第2回会議)
日時

10月26日(火) 18:30～

場所

別館8階研修室

(第3回会議）
日時

11月9日(火) 18:30～

場所

未定
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予定(3 年度第 3 四半期)
社会教育課

5．令和3年八戸市成人式
新型コロナウイルス感染症の影響で延期となっていた成人式を開催する。
日時

12月26日(日)

①午前の部11：00～ ②午後の部14：00～

場所

八戸市公会堂

対象者

平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの方

【文化財グループ】
6．芸術文化活動の推進
(1)先人周知事業
｢第1回ふるさと先人資料収集検討ワーキング会議｣の開催
日時

10月開催予定

場所

本館5階会議室

内容

先人パネル未作成の先人資料所在地等の検討

7．文化財の保護・活用
(1)名勝種差海岸保護事業
景観及び植生維持のため、令和2年度に伐採・剪定を行ったクロマツの処分業務委託を10月以降に
実施
(2)史跡等標示事業
日時

10月11日～令和4年2月28日

場所

種差海岸(八戸市鮫町字小舟渡平地内)

内容

老朽化した種差海岸説明板の撤去

(3)第 68 回文化財保護強調週間
期間

11月1日(月)～7日(日)

内容

八戸市内の文化財を保有する社寺等において、期間中に消火訓練を実施

(4)八戸市文化財審議委員の会議
日時

11月中旬

場所

未定

案件

文化財指定候補検討順位

(5)八戸地方えんぶり調査事業
新型コロナウィルスの感染状況及びえんぶりの開催の可否に応じて、えんぶり組の個別調査及びえ
んぶり調査委員会の実施を決める。
①えんぶり組個別・文献・用具調査
用具調査

周辺自治体へ、江戸・明治・大正期の烏帽子の所在について照会。
随時、各地の烏帽子調査を実施。

音楽調査

周辺自治体へ、昭和の映像の所在について照会。

文献調査

10～12月に市川和野えんぶり組及び売市えんぶり組の古文書調査。
昭和後期のえんぶりに関する新聞記事目録作成。
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予定(3 年度第 3 四半期)
社会教育課

②八戸地方えんぶり調査委員会文献班会議
日時

10月6日(水) 18:00～

内容

近代のえんぶりについて

③中間調査報告書
令和元年度に調査した12組のうち2組の中間調査報告書を校正製本し、えんぶり組へ提出
④えんぶり音源媒体等変換委託
委託期間

10～12月

内容

アナログ音源等のデジタル化

⑤八戸工業大学第二高等学校との八戸地方「えんぶり」共同調査
○えんぶり関係新聞記事目録作成
時期

9月3日(金)～3月31日(木)

内容

2年生4名が「総合的な探求の時間」において昭和2～19年の新聞記事の目録作成

(6)第 44 回民俗芸能の夕べ兼北緯 40°ナニャトヤラ連邦郷土芸能交流祭
日時

12月5日(日) 13:30～

場所

八戸市公会堂

出演団体

八戸市内2団体、八戸圏域町村1団体、久慈圏域1団体、二戸圏域1団体

(7)山車人形衣装修理事業
①文化庁調査官現地指導
日時

10月12日(火) 14：00～

場所

学校法人女子美術大学染織文化資源研究所(神奈川県相模原市)

内容

八戸三社大祭山車祭り行事保存会が実施する八戸三社大祭の山車人形「武田信玄」
( 神社所蔵)の衣装修復が完了見込みであるため、修復現場にて文化庁調査官によ
る完了前の事前確認・現地指導。なお、コロナ禍のため、修復現場には文化庁調査官
のみ、補助事業者及び県市担当者はオンライン参加とする。

②修理完了検査立ち会い
日時
場所
内容

10月25日(月)
神社(内丸二丁目)
人形衣装納品時に完了検査を実施

(8)清水寺観音堂保存修理事業完成披露
日時

11月開催予定

場所

清水寺観音堂(大字是川字中居)

内容

茅葺き屋根工事が終了した清水寺観音堂の披露

(9)ユネスコ無形文化財「山・鉾・屋台行事」登録 5 周年記念パネル展
日時

12月

場所

市庁別館10階展望回廊(予定)

内容

「八戸三社大祭の山車行事」を含む全国33の「山・鉾・屋台行事」のユネスコ無形文化
遺産登録から5年目を記念して、パネル展を行う。
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予定(3 年度第 3 四半期)
是川縄文館

【是川縄文館】
1．管理運営事業
(1)土曜日体験教室

(11月20日)

1回開催

(2)日曜日縄文体験コーナー

(11月7日～12月19日)

7回開催

(3)考古学講座

(12月18日)

1回開催

(4)特別展考古学講座

(12月11日)

1回開催

(5)秋季企画展｢装い―身を飾る人びと―｣

(10月16日～11月28日)

37日間開催

(6)秋季企画展学芸員によるギャラリートーク
(10月16日・23日・30日、11月6日・13日・20日・27日)

7回開催

(7)冬季企画展｢是川遺跡の鉢形土器｣

(12月11日～令和4年3月21日)

79日間開催

(8)企画展考古学講座

(11月6日)

1回開催

(9)縄文土器作り講座

(10月16日・23日・11月27日)

3回開催

(10)これかわ考古学クラブ

(10月2日・30日・12月4日)

3回開催

(11)令和3年度第1回是川縄文館運営協議会 (書面協議)
(12)是川縄文の日

(11月3日)

1回開催

2．埋蔵文化財調査事業
(1)補助事業
その他開発に伴う調査

石橋遺跡・松ヶ崎遺跡等

2遺跡2ヵ所

(2)受託事業
八戸北インター第2工業団地開発に伴う本発掘調査

(6月～11月)

2遺跡2ヵ所

道路改築に伴う調査 八戸城跡

(10月～11月)

1遺跡1ヵ所

3．埋蔵文化財保存・活用事業
(1)埋蔵文化財活用活性化
収蔵資料のデータベース登録・再整理・再収納

(4月～3月)

(2)是川遺跡出土品保存修理
土器・樹皮製容器11点の修理及び台座作成

(6月4日～令和4年2月25日)

4．周知活動
八戸市遺跡調査報告会

(11月13日)

5．縄文の里整備事業
史跡是川石器時代遺跡の公有化
史跡是川石器時代遺跡第1期整備に伴う既存施設解体撤去
是川遺跡クリーンデー

(11月13日)

世界遺産登録記念式典

(11月29日)
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(工期 9月8日～2月4日)

予定(3 年度第 3 四半期)
総合教育センター

【総合教育センター】
1．研修講座
初任者研修 2講座、中堅教諭等資質向上研修 1講座、一般研修 6講座、市民公開 3講座、
計12講座を開催する。
2．教科等研究委員
｢教科等研究委員研修会(2)｣を11月9日に開催する。
各部会で研究授業や研究協議などを実施し、研究のまとめを行う。
3．教育の情報化推進事業
「授業で使える1人1台端末活用研修講座」を開催する。
11月9日、10日に｢市民パソコン教室｣(市民対象講座)を開催する。
11月末までに、事務用端末を全小・中学校へ納品する。
11月末までに、校務用PCセキュリティシステムを導入する。
4．小学校理科観察実験アシスタント
派遣申請を各小学校から募集し、訪問計画を立てた。申請した全37校に延213回訪問する。
5．学校図書館ネットワーク事業
学校間、あるいは教育センターと学校と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
11月16日～18日に16mm映写機検定を実施する。
7．児童科学館事業
11月28日の｢科学であそぼう in ラピア｣に実験ブースを出展する。
10月23日、11月23日、12月23日に｢全国一斉熟睡プラ寝たリウム｣を開催する。
8．国際理解教育・英語教育推進事業
外国語指導助手(ALT)による市内全小学校の訪問(授業支援・学校行事参加)を実施する。
10月以降、順次ALTが着任する。(10月2名、11月7名)
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予定(3 年度第 3 四半期)
こども支援センター

【こども支援センター】
1．特別支援教育推進事業
【専門指導部】
6名の専門指導員によって教育相談、巡回相談、教育支援(就学調査)に関する業務を行う。
幼稚園、保育所(園)、認定こども園等での前年度の様子から、入学後の適応状態が心配される児童
について小学校一年生巡回相談を行う。対象児童の学習面、生活面、行動面での状況を観察し、
必要に応じて助言をする。
文字の見え方や書き方等に困難さを抱えている小学1～4年生を対象に、ビジョントレーニンングを実
施する。
【幼児相談部】
こども支援センターにおいては、6名の幼児相談員が教育相談、訪問・巡回相談、教育支援業務(就
学調査)に関わる業務を行う。
就学前児童(年長児)に対して、スムーズな小学校への入学、学校生活への適応支援を目指し、｢リト
ル｣という小集団活動を行う。また、保護者を対象に活動報告会を行う。
健康づくり推進課の事業｢3～5歳児発達相談｣に1名、｢3歳児健康診査｣に2名、ことばの発達相談員
として協力する。
ことばの教室においては派遣される4名の相談員(城下小1名、湊小2名、根岸小1名)が発音の指導
等、教育相談の業務を行う。
2．教育相談・適応指導教室事業
こども支援センタースーパービジョン
10月22日、11月19日、12月17日に実施予定
適応指導教室体験活動
10月 1日

ケーススタディ：押し花活動

10月12日

いのちを育む教育講演会

11月11日

進路説明会

12月 3日

適応指導教室 文化祭

保護者面談月間(10月1日～10月29日、12月1日～12月27日)を実施予定。
随時、学校連絡会を実施予定。
文化祭終了後、中学3年生対象受験対応の教室を設ける予定。
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予定(3 年度第 3 四半期)
こども支援センター

3．特別支援教育アシスト事業
支援内容や対象児童生徒の変容について記載した活動日誌を毎月提出させ、業務が適切であるか
を確認し、必要に応じて本人及び学校に対して助言を行う。
後期配置の新任アシスタントについて、学校訪問を行って支援の様子を観察し、効果的な支援につ
いて助言を行う。
八戸市のホームページ、ハローワーク、広報はちのへ12月号に次年度の｢アシスタント募集｣を掲載
し、募集を開始する。
12月に、令和3年度「特別支援アシスタント勤務計画表(3学期)」の提出を依頼する。
4．特別支援教育看護支援員事業
特別支援教育看護支援員の活動の様子について、活動日誌等で確認する。
次年度の特別支援教育看護支援員の募集を開始する。
保護者、主治医等と連携を図りながら、医療的ケアの実施を引き続き実施する。
12月に、令和3年度「特別支援教育看護支援員勤務計画表(3学期)」の提出を依頼する。
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予定(3 年度第 3 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｢もっと知りたい!ノーベル賞｣

10月 2日(土)～10月28日(木)

②｢おうち時間で作って遊ぶ｣(*展示のみ)

10月 2日(土)～10月28日(木)

③｢市民大学講座第5講義 講師 三浦 雅士｣

10月 2日(土)～10月28日(木)

④｢市民大学講座第6講義 講師 コウケンテツ｣

10月 2日(土)～10月28日(木)

⑤｢アートに触れてみよう！｣

10月30日(土)～11月29日(月)

⑥｢アツい！時代小説｣

11月 5日(金)～11月29日(月)

⑦｢市民大学講座第7講義 講師 佐藤 大和｣

11月 1日(月)～11月23日(火)

⑧｢お正月準備特集｣

12月 1日(水)～12月27日(月)

⑨｢ふゆによみたい本｣

12月 1日(水)～ 1月10日(月)

(2)本と雑誌のリサイクルフェア
日時等

10月10日(土) 9:00～13：00

於：図書館 移動図書館車車庫

対象

一般・児童

内容

市民の方から募集したリサイクル本と、図書館で除籍した本や雑誌を希望者へ無料で
提供する。1人30冊まで、整理券を配布し、時間制・総入替制とする。

(3)秋の読書週間行事
企画展示｢三浦哲郎 ～生誕90周年・芥川賞受賞60周年記念～｣
期間

10月13日(水)～11月3日(水)

(於：図書館1階フロア)

(4)図書館を使った調べる学習コンクール
応募状況

小学生30点、中学生1点

表彰式

11月13日(土)

2．配本
施設配本

26施設

3,180冊 12月6日(月)、12月13日(月)、12月20日(月)

学校配本

10校

1,790冊 10月25日(月)

3．指定管理図書館(南郷図書館及び図書情報センター)関係

〔南郷図書館〕
(1)企画展示・貸出し
①｢体をほぐす｣

10月 1日(金)～10月28日(木)

②｢トリック・オア・トリート！｣

10月 1日(金)～10月28日(木)

③｢With Music｣

10月30日(土)～11月29日(月)

④｢大人も絵本を楽しみたい！｣

10月30日(土)～11月29日(月)

⑤｢よい年をむかえましょう｣

12月 1日(水)～12月27日(月)

⑥｢クリスマス→お正月｣

12月 1日(水)～12月27日(月)
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予定(3 年度第 3 四半期)
図書館

(2)わたしのオススメ本
募集期間

9月27日(月)～10月31日(日)

展示期間

10月27日(水)～11月7日(日) 於：南郷図書館館内

対象

一般・児童

内容

リンゴ型のカードに自分のオススメの本と紹介文を書いてもらい、館内のリンゴの木
に貼り付けていくイベント。

(3)つくろう！不思議な木の葉の森
キット配布期間

10月1日(金)～10月17日(日)

展示期間

10月10日(日)～10月28日(木) 於：南郷図書館館内

対象

児童

内容

カウンターで配布するぬり絵キットをつかい家で木の葉を作成、図書館にもってき
てもらう。館内のコーナーにその木の葉を貼り付け、森を作っていくイベント。

(4)本と雑誌のリサイクルフェア
日時等

11月6日(土) 10:00～15：00

於：南郷図書館2階視聴覚室

対象

一般・児童

内容

市民の方からいただいたリサイクル本と、図書館で除籍した本や雑誌を希望者へ無料
で提供する。1人20冊まで、整理券を配布し、時間制・総入替制とする。

(5)秋のおはなし会
日時等

11月7日(日) 11：00～11：30

対象

幼児・児童

於：南郷図書館1階児童コーナー

(6)かくれた絵はなに？
日時等

12月1日(水)～12月24日(金)

於：南郷図書館館内

対象

幼児・児童

内容

貸出しの際に館内掲示の合言葉を言った方に巨大パズルのピースを渡し、特設コーナ
ーに貼ってもらうと、最後には大きな絵が完成するイベント。

(7)第 25 回スウィングベリーで冬のおはなし会
日時等

12月19日(日) 11：00～12：00

於：南郷文化ホール

対象

幼児・児童

内容

大型スクリーンに絵本を投影機で写し、音響などを用いてのおはなし会。

(8)出張よみきかせ
島守小学校

11月25日(木)

南郷小学校

11月18日(木)、12月16日(木)

(9)訪問ブックトーク・訪問展示作成
中沢中学校

10月6日(水)、11月10日(水)、12月 8日(水)
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予定(3 年度第 3 四半期)
図書館

[図書情報センター]
(1)企画展示・貸出し
①｢ドキュメンタリー｣

10月 1日(金)～10月28日(木)

②｢おばけとまほう｣

10月 1日(金)～11月29日(月)

③｢音楽と本｣

10月30日(土)～11月29日(月)

④｢ほんの定期便(テーマ：車・バイク)｣

10月30日(土)～12月27日(月)

⑤｢ヒューマンドラマ特集｣

12月 1日(水)～12月27日(月)

⑥｢冬をたのしむ｣

12月 1日(水)～ 1月30日(日)

(2)雑誌のリサイクルコーナー設置
期間

10月 2日(土)～11月29日(月)

(3)おとの定期便 (開館中、館内に音楽を流すイベント)
①「テーマ：ギター」

10月 9日(土)、23日(土)

②「テーマ：自然音」

11月13日(土)、27日(土)

③「テーマ：歌姫」

12月11日(土)、25日(土)

【歴史資料グループ】
4．八戸市史講座の開催
①第 4 回 ｢南部師行と政長｣
日時

10月16日(土) 10：00、13：00、15：00

講師

滝尻 侑貴(八戸市立図書館学芸員)

②第 5 回 ｢世界文化遺産としての県内と八戸の縄文遺跡｣
日時

11月20日(土) 10：00、13：00、15：00

講師

工藤 竹久(八戸市文化財審議委員)

③第 2 回 ｢八戸地方の古代エミシの村｣
日時

12月11日(土) 10：00、13：00、15：00

講師

宇部 則保(是川縄文館発掘専門員)

※8月より延期

5．古文書解読講習会の開催
開催日

①10月23日(土) ②11月3日(水・祝) ③11月14日(日) ④11月23日(火・祝)

講師

斎藤 潔 氏

内容

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。
※8月、9月より延期

6．八戸藩日記解読作業
7．遠山家日記校正作業
8．『遠山家日記 第十巻』校正・印刷
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予定(3 年度第 3 四半期)
博物館

【博物館】
10月2日(土)

史跡根城まつりのため無料開放

11月3日(水・祝)

文化の日のため無料開放

※中止

1．博物館・管理運営事業
(1)博物館クラブ
11月20日(土)

つるの編み方

(2)おとなの博物館クラブ
10月9日(土)

染色講座「紅花と紫根」

(3)文化財の収集・保存・管理
重要文化財丹後平古墳群出土品保存修理

6月29日(月)～令和4年1月31日(月)

継続中

2．特別展等開催事業
(1)特別展
10月2日(土) ～11月23日(火・祝)
併催行事

秋季特別展｢今般廃藩之儀

最後の藩主・南部信順-｣

10月16日(土)

館外講座「八戸城下めぐり-幕末維新編-」

10月30日(土)

講演会「島津氏の婚姻政策」

11月13日(土)

講演会「明治維新期の盛岡と八戸」

10月 2日(土)・11月 6日(土)

ギャラリートーク

3．各種受入れ事業
(1)中学生職場体験受入れ
10月 5日(火)～10月 7日(木)

根城中・市川中

中止

10月26日(火)～10月28日(木)

風間浦中

1名予定

※8月より延期したもの

4．根城の広場・管理運営事業
(1)根城おもしろ講座
12月4日(土)

壁飾り

(2)指定管理者自主事業
10月 2日(土)

史跡根城まつり (本丸無料開放含む)

11月3日(水・祝)

文化の日のため無料開放
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中止

予定(3 年度第 3 四半期)
博物館

【南郷歴史民俗資料館】
1．南郷歴史民俗資料館・管理運営事業
10月19日(火)～10月22日(金)

特別展展示撤去作業のため臨時休館

11月 3日(水・祝)

文化の日のため無料開放

(1)講座
11月 2日(火)

南郷文化財めぐり

12月 5日(日)

しめ飾りづくり

(2)なんごうあそびのひろば
10月10日(日)

色であそぶインクアート -南郷のものがたり-

11月 3日(水・祝)

くるくる巻いてつくるぺーパービーズ

2．特別展等開催事業
7月17日(土)～10月17日(日)
特別展 ｢クジラの村-山から海へ出た男たち-｣
併催行事

10月 3日(日)

講演会「南郷の出稼ぎ捕鯨」

10月16日(土)

ギャラリートーク
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※9月から延期

