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八戸三社大祭中、開館時間・休館日を変更します。
八戸三社大祭

7/31（火）8/2（木）8/4（土）

10：00 〜 21：00

※ 7/31( 火 )・8/14( 火 ) は、臨時開館します。

※ 8/20( 月 ) は、臨時休館します。

8 月の休館日・・・8/7（火）・8/20（月）・8/21（火）・8/28（火）

2日

ブック・ドリンクス

(木)

スペシャル

「ホラー×哲学」で
真夏の夜をひんやりと

ゲスト・戸田山和久さん

心理学の研究によると動物も恐怖を感じるそうです。脅威に出会ったと
きにキャーと逃げることができた方が生き残りやすいですもんね。でも
戸田山和久
1958年生まれ。現在、名古屋大学情報
学研究科教授。怖がりなのにホラーが好
き。頭がイマイチなのに哲学者。という
わけで、ホラーを哲学して、
『恐怖の哲学』
（NHK新書）を書きました。姉妹編の『哲
学入門』
（ちくま新書）もヨロシク！どっ
ちも分厚くて、いつまでも読んでいられ
てお得です。

人間は、存在しないものも怖がることができます。そして、その恐怖を
楽しむことができます。それが「ホラー」と呼ばれる娯楽です。どうし
て人間にはそんなヘンテコなことができるのかを考えると、人間の心の
面白さが見えてきます。ホラーを題材に心の哲学に入門しましょう。
18:00 〜

要予約 / ワンドリンク制

4日

本のまち読書会

(土)

How to 読書会 〜読書会のすすめ〜
基本的な読書会の形式や、読書会ルームの使いかた、参加者の集め方な
どをご紹介します。
「参加しやすい読書会は？」
「こんな利用のしかたはできる？」というよ
うな、ちょっとした疑問・相談にもお答えします。読書会に参加したこ
とがない人、読書会を開催したい人など、読書会に興味のある方のご参
加をお待ちしております！
14:00 〜

11 日

要予約 / ワンドリンク制

本のまち読書会

( 土・祝 )

ジャケ読 !
この読書会は本の顔である「表紙」を読む会です。八戸ブックセンター
の館内から本を選んで紹介しあう会なので、事前に本を読んでくる必要
はありません。普段あまり本を読まないという方もお気軽にご参加くだ
さい。
14:00 〜

18 日

要予約 / ワンドリンク制

本のまち読書会

(土)

知の棚へのチチェローネスペシャル（３巡目第３回）

帆風美術館図録を 10 年分全部よむ
ゲスト・吉田章恵さん

帆風美術館という美術館を知っていますか？ 国宝や重要文化財となっ
ている日本の美術作品を最先端技術（デジタル光筆複製）により、間近
で観られ、じかに触られる画期的な美術館です。このたび帆風美術館開
館十周年を記念して、図録制作担当でもある美術館員の吉田章恵さんを
お招きしてトークイベントを開催します。展覧会図録を十年分全部並べ
て鑑賞しながら、帆風美術館についてや、図録制作にあたっての秘話な
どをお話してもらいます。
テキスト
帆風美術館展覧会図録（10 年分全部）
『三大南画家展』『江戸時代動物園展』
『江戸時代に出会う展』『美術歳時記展』『日本美術百
科辞展』全 6 巻『江戸時代植物園展』『江戸時代バードウォッチング展』
『俳画と俳味画展』
『国宝重文展：氣韻生動』

↑１０年前の開館記念展の図録

14:00 〜

要予約 / ワンドリンク制

19 日

マチニワオープン記念イベント

(日)

「マーケットでまちを変える」

刊行記念トークイベント

ゲスト・鈴木美央さん

山下裕子さん
マチニワアドバイザー

日本最大級の朝市「館鼻岸壁朝市」のある八戸で、
マーケット（市・市場）
について語らいませんか？
八戸の朝市・横丁・露天などの文化に惚れ込んだ、
『マーケットでまち
を変える』著者の鈴木美央さんが、八戸にやってきます！ライブグラ
フィックとともにお楽しみいただけるイベントです。１部２部ともに予
約不要のイベントとなっておりますので、お気軽にご参加ください。
マーケットでまちを変える
人が集まる公共空間のつくり方

学芸出版社・2160円
（税込）

19 日

第１部：11：00 〜 12：00

会場：八戸まちなか広場マチニワ

第２部：12：00 〜 13：30

会場：八戸ブックセンター

本のまち読書会

(日)

naniyomu?
書評が載った新聞や、出版社が発行している PR 雑誌、そして本の特集
をしている雑誌などをめくりながら、次に読みたい本を探す会です。
14:00 〜

26 日

要予約 / ワンドリンク制

本のまち読書会

(日)

みる、のぞく、だまされる

～視覚表現の世界を読んでみる～

めがねやだまし絵、VR など、視覚やそれにまつわる表現に関

する本を集め、八戸ブックセンタースタッフがご紹介します。
青森県立美術館で開催中の「めがねと旅する美術展」とあわせ
て楽しんでみましょう。

14:00 〜

31 日

要予約 / ワンドリンク制

毎月最終金曜日

(金)

ブック・ドリンクス
ドリンクを飲みながら、本について語らう交流会です。
18:00 〜 ワンドリンク制

予約不要 ・出入り自由！

開催中

ギャラリー展

〜 9/17

（月・祝）

cherry chill will. 写真展

RUFF, RUGGED-N-RAW

-The Japanese Hip Hop Photographs-

cherry chill will. は八戸市出身の HIPHOP フォトグラファーです。
今年の 2 月に上梓された自身初の写真集は、ラッパーや DJ などの写
真 60 組以上が掲載され、日本の HIPHOP シーンが初めて 1 冊の写
真集としてまとめられたということでも話題となっています。

APPLEBUM × cherry chill will.
会場限定コラボ T シャツも販売 中！

supported by

今回の写真展では、写真集「RUFF,RUGGED-N-RAW -The Japanese
Hip Hop Photographs-」から厳選した作品を展示いたします。写真
から湧き上がる熱量や、HIPHOP アーティストの生きる姿を、ぜひ
実際にみて、感じてください。

8 月 25 日

(土)

16:00 〜 ギャラリー展 特別企画

cherry chill will. × RHYMESTER ×渡辺志保

Special Talk Session

もはや説明不要、今現在に至るまで日本の HIP HOP シーンを牽引してきた RHYMESTER が登場
します。メイン MC はヒップホップ関連の文筆や歌詞対訳に携わり、ラジオ MC としても活躍す
る渡辺志保さん。cherry chill will. と RHYMESTER の知られざるストーリーや、HIP HOP シーン
に対する想い、過去、未来 etc…ここでしか聞けないであろう文字通りスペシャルなトークセッショ
ンは必見です。

スポットを紹介する
フリーペーパーも
近日配布開始！

詳しくは八戸ブックセンターウェブサイトまで！

【ブックサテライト】

予告

「ブックサテライト」は八戸ブックセンターが、市内のカフェや公共施設な
どに本棚を設置し、書店・古書店・図書館以外でも本に出合えるようなスポッ
トをつくる企画です。
ドトールコーヒー八戸十三日町店、スターバックス コーヒー 八戸城下店、
はちのへまちなかアートラボ Co 部屋、八戸市水産科学館マリエントを皮
切りに、順次設置していきます。
最新情報は SNS などでもご紹介していくので、お見逃しなく！

web
〒 031-0033
青森県八戸市六日町 16 番地２ Garden Terrace 1 階
TEL 0178-20-8368
開館時間：10：00 〜 20：00
休館日：毎週火曜日（祝日の場合はその翌平日）
、1/1、および 12/29 〜 12/31

instagram
はじめました！

twitter

https://8book.jp

@hachibookcenter

facebook

＠hachinohebookcenter

instagram

@hachibookcenter

