
日 曜日 行　　事　　名 時　　間 場　　所 担　　当
令和４年度　三内丸山遺跡第
４６次発掘調査現場の公開
（～８月５日）

９：００～１２：００
１３：００～１６：３０

三内丸山遺跡センター 三内丸山遺跡センター

特別展
「教室で出会った文学」
（～９月１９日）

９：００～１７：００ 青森県近代文学館
企画展示室

青森県立図書館

エクステンド常設展示
「文学県あおもり　平成・令和
編」
（～９月２１日）

９：００～１７：００ 青森県近代文学館
常設展示室

青森県立図書館

世界遺産登録１周年記念特別
展「北海道・北東北のＪＯＭＯ
Ｎ」（～１０月２日）

９：００～１８：００（１０／１、２
は１７：００まで）

三内丸山遺跡センター
企画展示室・ギャラリー

三内丸山遺跡センター

北海道・北東北の縄文遺跡群
世界遺産登録１周年記念！
「スマホでかんたん！縄文おで
かけスタンプラリー」
（～１０月３１日）

終日 三内丸山遺跡センター
ほか県内の縄文遺跡
群

三内丸山遺跡センター

３ 水 教育委員会定例会 １３：３０～ 教育委員会室 教育政策課

５ 金 子どもの祭典「おいでよ！サ
マーキャンプ」
（～８月６日）

５日８：３０（受付）～
６日１４：３０（解散）

種差少年自然の家及
び周辺

種差少年自然の家

６ 土 夏の７ｄａｙｓキャンプ～梵珠か
ら西目屋へ　自転車と川下りで
移動する真夏のチャレンジ！
～
（～８月１２日）

６日１３：００（受付）～
１２日１１：４５（解散）

梵珠少年自然の家、グ
リーンパークもりのいず
み、弘前市弥生いこい
の広場キャンプ場他

梵珠少年自然の家

６ 土 土曜セミナー
「津軽海峡を行き交う先史時代
の人たち」

１３：３０～１５：００ 青森県総合社会教育
センター
２階　第５研修室

青森県立郷土館

９ 火 学校を核とした地域づくり推進
事業　地域との連携を担う教職
員研修（東青地区）

１３：２０～１６：３０ 青森県総合社会教育
センター

生涯学習課

１１ 木 青森県立郷土館巡回展「あお
もり旅ものがたりー青森の名所
と交通の歴史ー」（～９月１１
日）

９：００～２１：００ むつ来さまい館 青森県立郷土館

１２ 金 親子の体験活動「たねさし　星
のＷ☆ＲＬＤ　～ペルセウス流
星群～」

１９：００～２１：００
（宿泊される方は～１３日
（土）７：４５）

種差少年自然の家キャ
ンプ場

種差少年自然の家

１３ 土 おはなし会 １４：００～１４：３０ 青森県立図書館
集会室

青森県立図書館

１４ 日 インラインスケートフェスタ２０２
２

１０：００～１８：００ 盛運輸アリーナ 盛運輸アリーナ
（県営スケート場）

青 森 県 教 育 委 員 会  ８ 月 の 行 事 予 定
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日 曜日 行　　事　　名 時　　間 場　　所 担　　当
１９ 金 大学生とカタル！キャリア形成

サポート事業鶴田高校企画
１２：３０～１５：２０ 鶴田高校 青森県総合社会教育

センター

２０ 土 第３４期パワフルＡＯＭＯＲＩ！
創造塾第２回

９：３０～１６：３０ 青森県総合社会教育
センター

青森県総合社会教育
センター

２０ 土 土曜教育相談 教育相談課
９：００～１２：００
特別支援教育課
９：００～１７：００

青森県総合学校教育
センター

青森県総合学校教育
センター

２０ 土 令和４年度
青森県総合学校教育センター
センターセミナーⅡ

９：３０～１２：００ 青森県総合学校教育
センター

青森県総合学校教育
センター

２０ 土 土曜セミナー
「青森県に落下した隕石」

１３：３０～１５：００ 青森県総合社会教育
センター
２階　第５研修室

青森県立郷土館

２１ 日 朗読劇
「教室で出会った太宰作品メド
レー」

１４：００～１５：２０ 青森県立図書館４階
集会室

青森県立図書館

２３ 火 生涯学習・社会教育関係職員
研修講座　センター研修④

１０：００～１５：００ 青森県総合社会教育
センター

青森県総合社会教育
センター

２３ 火 家庭を支える連携・協働セミ
ナー（上北地区）

１３：００～１６：００ 十和田市東コミュニティ
センター

生涯学習課

２５ 木 大学生とカタル！キャリア形成
サポート事業三本木農業恵拓
高校企画

１３：３５～１６：０５ 三本木農業恵拓高校 青森県総合社会教育
センター

２５ 木 あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座③（上北地区）

１０：００～１２：００ ハピたのかふぇ 青森県総合社会教育
センター

２６ 金 大学生とカタル！キャリア形成
サポート事業六ヶ所高校企画

１２：３０～１５：００ 六ヶ所高校 青森県総合社会教育
センター

２７ 土 あおもり家庭教育アドバイザー
養成講座③（西北地区）

１０：００～１２：００ 五所川原市民体育館 青森県総合社会教育
センター

２７ 土 おしえて先生！
知るしるするる探検隊

１４：００～１４：３０ 青森県立図書館
集会室

青森県立図書館

２７ 土 土曜セミナー特別講座
青森の達人

１３：３０～１５：００ 青森県総合社会教育
センター
２階　第６研修室

青森県立郷土館

２９ 月 大学生とカタル！キャリア形成
サポート事業大湊高校企画

１３：２０～１５：３０ 大湊高校 青森県総合社会教育
センター

３０ 火 大学生とカタル！キャリア形成
サポート事業浪岡高校企画

１０：３０～１３：４０ 浪岡高校 青森県総合社会教育
センター

３０ 火 生涯学習・社会教育関係職員
研修講座　中南地区研修

１３：３０～１５：３０ 平川市文化センター 青森県総合社会教育
センター

３１ 水 家庭を支える連携・協働セミ
ナー（下北地区）

１３：００～１６：００ むつ来さまい館 生涯学習課


