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［主催］八戸商店街連盟八戸七夕まつり実行委員会　八戸市堀端町2-3（八戸商工会議所内）　TEL （0178）43-5111　http://www.8cci.or.jp/tanabata/
　　　　●当日連絡先：本部 まちの駅はちのへ  TEL （0178）47-8870（呼）
［共　 催］八戸ポータルミュージアム はっち　　　　［後　 援］八戸市・八戸商工会議所・（公社）八戸観光コンベンション協会・（公社）八戸市物産協会
［協 　賛］八戸年中行事協賛会・デーリー東北新聞社・東奥日報社八戸支社・青森放送八戸支社・青森テレビ八戸支社・青森朝日放送八戸支社・八戸テレビ放送・エフエム青森・コミュニティラジオ局BeFM

見ているよ　君の犯罪　地域の目見ているよ　君の犯罪　地域の目見ているよ　君の犯罪　地域の目見ているよ　君の犯罪　地域の目
「平成27年度 万引き防止標語　中学生の部　最優秀賞」　～八戸地区万引き等防止協力会・八戸地区JUMPチーム・八戸警察署～ ［用紙提供］三菱製紙

八戸七夕まつり
くわしくはWebへ！

万引き防止サブマスコット
「マービーちゃん」

万引き防止シンボルマスコット
「マンボーくん」

八戸商店街連盟はBuyはちのへ運動を推進しています。

七夕飾り協賛企業（順不同）
七夕飾り自主制作（順不同）

21SEIKI八戸・21SEIKI八戸西 ／ 青い森信用金庫・青い森しんきん経営者協議会 ／ はちのへ共通商品券協同組合
八戸学院短期大学 ／ 八戸市立白山台小学校 ／ 社会医療法人 松平病院

歩行者天国歩行者天国
優雅な吹き流しの下でそぞろ歩きをお楽しみください

15日15日
17：00～21：00

金 16日16日
18：00～21：00

土 15日15日 ～～金 17日17日
18：00～21：00

日17日17日
18：00～21：00

日 18日18日
18：00～21：00

月

三日町・十三日町 湊町本町

お願い ・交通規制エリアでの小型無人機ドローンの飛行は、通行人に落下する危険性がありますので禁止いたします。また、歩きタバコ、自転車での通行はご遠慮ください。
・お車でお越しの際は、周辺の有料駐車場をご利用ください。

7/15（金）7/15（金）

7/15（金）
     ～18（月・祝）
7/15（金）
     ～18（月・祝）

7/15（金） 七夕まつり前夜祭7/15（金） 七夕まつり前夜祭

八戸小唄流し踊り……………………17：30～18：30
（十三日町～三日町・はっち前～番町スクエア）
三日町三日町
★

★
★
★

★

消しゴムつかみ取り（宝くじ売り場前）…
※なくなり次第終了
コカコーラちびっ子輪投げ（さくら野前）
三社大祭お囃子お稽古（六日町山車組／中央ビル前）
七夕ライブ（はっち前）※都合により、時間が変更となる場合があります。
・はちロック………………………………
・小西礼子…………………………………
・fascinate(ファシネート）………………
・流し踊り…………………………………
短冊コーナー（三日町P前）………………

18：30～20：30

18：30～20：30
18：30～20：30

18：40～19：35
19：45～20：10
20：20～20：45
18：30まで
19：00～20：00

湊町本町湊町本町
★
★
★
★
★

小西礼子ミニショー………………………
宝探し………………………………………
大道芸………………………………………
カラオケ大会………………………………
大道芸………………………………………

18：00～18：30
18：30～
18：30～19：00
19：00～20：50
19：30～20：00

ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。
★ヤグラ横町ストリートライブ
・One Family………………………………
・BeatWave or Sachi&Boyz Band……
・古屋敷裕大………………………………

18：40～19：10
19：15～19：45
19：50～20：20

十三日町十三日町

★
★

［チーノ前］
手話コーラス……………………………
ザ・フォカッチャランチズ……………

★
★

［いわぎんローンプラザ八戸エントランス・路上］
八戸理容美容専門学校メイク＆ネイルアート
短冊コーナー………………………………

18：45～19：25
19：45～20：30

18：30～20：30
18：30～20：00

★
［オオハシヒルズ前］
三社大祭お囃子お稽古（十六日町山車組）18：45～20：00

7/17（日）7/17（日）
三日町三日町
★

★
★
★

消しゴムつかみ取り（宝くじ売り場前）…
※なくなり次第終了
コカコーラちびっ子輪投げ（さくら野前）
三社大祭お囃子お稽古（六日町山車組／中央ビル前）
七夕ライブ（はっち前）※都合により、時間が変更となる場合があります。
・サタンオールスターズ…………………
・スリーコルネッツ………………………
・rhyrhyrhythmリリリズム……………
・セーリング………………………………

18：00～20：30

18：30～20：30
18：00～20：30

18：20～18：45
18：55～19：20
19：35～20：00
20：10～20：40

湊町本町湊町本町
★
★
★
★
★
★

バトントワリング…………………………
大道芸………………………………………
湊虎舞い保存会……………………………
濱睦会みこし………………………………
カラオケ大会………………………………
大道芸・ボディビルダー……………………

18：00～18：30
18：30～
18：30～19：00
19：00～19：30
19：30～20：50
20：00～20：30

ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。
★ヤグラ横町ストリートライブ
・十三夜……………………………………
・サーモン＆ガーリック：ランチ…………
・GST（Groovin Soul Tribe）……………
・BB…………………………………………

18：25～18：55
19：00～19：30
19：35～20：05
20：10～20：40

十三日町十三日町

★
★

［チーノ前］
古屋敷裕大LIVE…………………………
WILD WIND BIG BAND………………

★
★

［いわぎんローンプラザ八戸前］
ヴァンラーレ八戸の選手と遊ぼう‼……
短冊コーナー………………………………

18：15～19：15
19：30～20：30

18：40～20：30
19：00～20：00

★
［オオハシヒルズ前］
三社大祭お囃子お稽古（十六日町山車組）18：30～20：00

7/18（月・祝）7/18（月・祝）
三日町三日町
★

★
★
★

消しゴムつかみ取り（宝くじ売り場前）…
※なくなり次第終了
コカコーラちびっ子輪投げ（さくら野前）
三社大祭お囃子お稽古（六日町山車組／中央ビル前）
七夕ライブ（はっち前）※都合により、時間が変更となる場合があります。
・天木夕葉…………………………………
・ゼログラビティクルー…………………
・トレイシーローズ………………………
・フリーサウンドオーケストラ…………

18：00～20：30

18：30～20：30
18：00～20：30

18：20～18：45
18：55～19：00
19：10～19：40
20：00～20：30

ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。
★ヤグラ横町ストリートライブ
・なつ福……………………………………
・やどりぎ…………………………………
・セーリング………………………………
・フィナーレ………………………………

18：25～18：55
19：00～19：30
19：35～20：05
20：10～20：40

十三日町十三日町

★
★

［チーノ前］
YoGoReas（ヨゴレーズ）…………………
ザ・トリニティ・ボイス……………………

★
★

［いわぎんローンプラザ八戸前］
フラッシュ暗算（八戸珠算連盟）…………
七夕STREET JAM 2016………………

★七夕市民飾り付け展示…………
★夏のブイヤベースinはっち2016
   １食：800円／実施：八戸ハマリレーションプロジェクト

★たなばた茶会……………………
     一服：300円／実施：茶道裏千家淡交会青森青年部

★七夕市民飾り付け展示…………
★夏のブイヤベースinはっち2016
   １食：800円／実施：八戸ハマリレーションプロジェクト

★たなばた茶会……………………
     一服：300円／実施：茶道裏千家淡交会青森青年部

１階 はっちひろば
１階 はっちひろば ほか
７月16日（土）15：00～
７月17日（日）12：00～
２階 シアター２
７月16日（土）14：00～17：00

１階 はっちひろば
１階 はっちひろば ほか
７月16日（土）15：00～
７月17日（日）12：00～
２階 シアター２
７月16日（土）14：00～17：00

18：15～18：45
19：00～20：00

18：15～18：45
19：00～20：15

★
［オオハシヒルズ前］
三社大祭お囃子お稽古（十六日町山車組）18：30～20：00

7/16（土）7/16（土）
三日町三日町
★

★
★
★

★

消しゴムつかみ取り（宝くじ売り場前）…
※なくなり次第終了
コカコーラちびっ子輪投げ（さくら野前）
三社大祭お囃子お稽古（六日町山車組／中央ビル前）
七夕ライブ（はっち前）※都合により、時間が変更となる場合があります。
・ダイナミック四畳半……………………
・through blue……………………………
・古屋敷裕大………………………………
・スカティックインベーダーズ…………
短冊コーナー（三日町P前）………………

18：00～20：30

18：30～20：30
18：00～20：30

18：20～18：45
18：55～19：20
19：30～19：55
20：10～20：35
19：00～20：00

湊町本町湊町本町
★
★
★
★
★
★
★

湊虎舞い保存会……………………………
湊中学校吹奏楽部…………………………
大道芸………………………………………
子供会スイカ割り…………………………
流し踊り……………………………………
濱睦会みこし・上中道みこし……………
大道芸・ボディビルダー…………………

18：00～18：30
18：30～19：00
19：00～
19：00～19：30
19：30～20：00
20：00～20：50
随時

ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。ヤグラ横町（ピーマン前）※都合により、変更となる場合があります。
★ヤグラ横町ストリートライブ
・MINAMI…………………………………
・ヨキトコロ………………………………
・ニコ♡ニコ………………………………
・スピッチュ………………………………

18：25～18：55
19：00～19：30
19：35～20：05
20：10～20：40

十三日町十三日町

★
★

［チーノ前］
JE☆EL（ジュエル）…………………………
We are the Hachinohe………………

★
★

［いわぎんローンプラザ八戸前］
SKATEBOARD SESSION2016………
短冊コーナー………………………………

18：30～19：15
19：30～20：30

18：30～20：00
19：00～20：00

★
［オオハシヒルズ前］
三社大祭お囃子お稽古（十六日町山車組）18：30～20：00

八戸ポータル
ミュージアム「はっち」イベント情報

みんなで願いを書き込もう［三日町・十三日町・湊町本町］
「七夕市民書き短冊コーナー」

第46回八戸小唄流し踊り
時間／17：30～18：30
会場／十三日町～三日町・はっち前
主催／東奥日報社

八戸小唄広場
時間／17：00～19：00
会場／はっち 番町スクエア
若柳京宏氏の唄や、森川弘彩社中の生演奏が楽しめます。



モスバーガー 八戸三日町店
☎ 0178-71-2220

店内Wi-Fi完備
遊びに来てね！

モスのゆるキャラ
「もっさん」

www.shinko-print.com

八戸市新井田字鷹清水9-11  TEL 0178-34-5331
E-mail info@shinko-print.com

UV印刷で短納期・高品質！小ロットもOK！

八戸市大字河原木高館 66-55

花環・季節装飾品・提灯・記章
催事用品・〆飾り・各種花類

八戸市十六日町39
TEL・FAX 0178-22-2248

の
ことならおまかせ

当店に

八戸市三日町18 さくら野百貨店前　TEL 0178-24-4396

デジカメも

スマホも

フィルムも

営業時間　午前１０時～午後8時

数学専門塾

八戸市三日町32 江口ビル3F（青森銀行向い）

TEL.44-1419

20%OFF

十八の市
新築・リフォーム・土木工事

土地 建物・賃貸物件 仲介・福祉事業・温泉事業

～お客様の夢と信頼と技術 そして笑顔で実現します～

代 表 取 締 役 　　上  山   貢
本　　社　〒039-1524 青森県三戸郡五戸町大字豊間内字地蔵平1-865
　　　　　TEL 0178-61-1100　FAX 0178-61-1101
八戸支店　〒039-1168 青森県八戸市八太郎一丁目1-8
　　　　　TEL 0178-20-6233　FAX 0178-20-6272

八戸市城下三丁目10-20　TEL.0178（22）5252

冠婚葬祭互助会会員募集中葬儀法要専門会館

2 4 時 間 体 制 の 葬 祭 総 合 サ ー ビ ス

日・祝定休

15日・16日先着40名様にサンプル贈呈

夏バテ防止に

中心商店街の赤ちゃん保育室

7:30～20:30 年中無休 ☎24-3695

認可保育園
いちごみるく

十三日町28番地花眞ビル3階　三春屋さん向かい

マチの健康ステーション

三日町店／六日町店／ロイネットホテル店

MACHI cafe
ホッとできる幸せを♥

ポンタ会員募集中‼

歩行者天国 交通規制図

湊町本町 八戸中心街

すずのき はちそう

仙台屋ビル

〈湊町本町七夕まつり交通規制〉
15日（金）～17日（日）18:00～21:00
〈大祐神社風鎮祭のため通行止め〉
16日（土）～17日（日）16:00～21:00

15日（金）17:00～21:00
16日（土）～18日（月・祝）18:00～21:00
※15日は八戸小唄流し踊り（17:30～18:30頃）

⑴十三日町、三日町への車輌通行止め
⑵その他は現行規制をそのまま実施する
⑶露店は一切許可しません
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