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史跡根城の広場 休13、20、27　開９:00~17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

史跡根城（主殿）で鎧
よろい

を
着よう

4/29（水・祝）～5/6（水・休） 【内容】鎧は複製で、大人用1つ、子ども用2つを用意しています。
【入場料】無料（入館料別途）※申込不要

体験教室で八戸の文化に触れよう！いつでもどなたでも体験できます！（2日前までに予約してください）
八幡馬の絵付け

（クラシックコース） 【所要時間】約30分【材料費】1,200円

八幡馬の絵付け
（アレンジコース） 【所要時間】約90分【材料費】1,900円

えんぶりミニミニ烏帽子作り 【所要時間】約60分【材料費】600円
えんぶり人形の各種絵付け

（えんこえんこ、笛、手
てびらがね

平鉦、太鼓）
【所要時間】約60分【材料費】1,000円

●�学･遊･館の各講座、教室、催しなどは、各施設に事前申し
込みが必要です。
●�イベントなどの詳細は、各施設にお問い合わせください。
●料金記載のないものは、無料です。
●�各施設の入館料は、一覧表をご覧ください。

八戸市博物館 休13、20、27　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
企画展

「新収蔵資料展」 4/25（土）～6/7（日） 【内容】江戸時代のフナダマサマや桶屋職人道具、山車人形の頭など多彩な
資料から、知られざる「八戸の歴史」を再発見してみてはいかがでしょうか。

根城の広場ボランティア
ガイド養成講座

①4/17（金）②4/18（土）
③4/19（日）13:30～15:00

【内容】①根城の歴史について②史跡の発掘調査について③根城の広
場見学【対象】根城史跡ボランティアガイドの活動に興味がある人
【講師】博物館学芸員

八戸の食に関する資料
追加募集！

【内容】博物館では、秋の特別展開催に向け、昨年から八戸の食に関する資
料の募集を行っています。現在、市内の皆さんからは、スルメ製造道具や
お酒に関する道具などを寄贈していただいています。引き続き資料の募集
を行います。【募集資料】▷ワタシ：囲炉裏に置く足付きの焼き網▷箱膳：箱
型の膳▷煎餅型、炉など南部煎餅製造道具▷朝市・行商の商売道具：魚など
を入れるブリキの魚函（ガンガラ）など▷山菜採取道具、狩猟道具
【申込方法】5/31（日）までに、電話、FAXまたは封書で博物館へ
※資料の寄贈・貸し出しに対して謝礼、使用料金はお支払いできません。ま
た諸権利を侵害する恐れのある場合などはお断りする場合があります。

4月の

　　　　　　　各施設の入館料一覧 　（　）内は、20人以上の団体

一般 大学 高校 中学 小学
博物館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

市内の小・中学生は無料
障がい者、市内在住の高齢者
（65歳以上）は半額

史跡根城の広場 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 本丸のみ有料

博物館・史跡根城の広場
共通券 400円（260円） 240円（160円） 80円（60円）

南郷歴史民俗資料館 150円（100円） 100円（50円） 50円（30円）
美術館 150円（  80円） 100円（50円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

是川縄文館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展期間中は特別展料金
分館（縄文学習館）は無料

マリエント 300円（150円） 200円
（100円） 100円（50円） 入館料は3階のみ 障がい者、

高齢者（65歳以上）は半額

児童科学館
プラネタリウム観覧料 250円（130円） 150円

（80円）
50円

（30円） 無料
※（土）（日）（祝）は、市内の中学生は無料
※�途中入場はできませんので、上映時間前にお越しください。
団体予約専用には一般の人は、入場できません。

こどもはっち 100円 障がい者は半額

春、到来！
いろいろな春を
楽しみましょう!

募集 お待ちしています!

箱膳
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こどもはっち 休14　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　ホkodomohacchi.com
※入館料有り　一般（小学生以上）100円　障がい者50円

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

双子ちゃん大集合 4/5（日）10:30～12:00
1階　はっちひろば

【内容】双子であればどなたでも参加可能です。
三つ子、四つ子も大歓迎。ステージ発表のほ
か参加者全員での記念撮影もあります。
※申込不要

親子でお茶会
4/19（日）①10:30～②10:50～
③11:10～④11:30～
4階　こどもはっち

【内容】こどもはっちのお茶室で抹茶と和菓子をいただきます。
【定員】各回2組【参加費】200円※申込不要

ファミリー大運動会 5/6（水・休）10:00～13:00

【内容】種目は赤ちゃんによるハイハイレース
やパン食い競争、玉入れなどを予定していま
す。ぜひご家族でご参加ください。【定員】就
学前親子40組【申込期間】4/6（月）～20（月）

八戸市美術館 休１～24　開9:00~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住番町10‒4　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料有り

日時・場所 内容・定員・対象など

デーリー東北創刊70周年
記念
40th ANNIVERSARY

「ハローキティアート展」

4/25（土）～5/10（日）
会期中休館なし

【内容】キティ誕生40年を記念し、誕生時から最新の新しいキティま
で、その歴史と成長し続けるキティの魅力に迫ります。【料金】特別料
金です。（　）内は20人以上の料金。一般700（350）円、高校・大学生
300（150）円、小・中学生100（50）円※市内小中学生は無料。高齢者
（市内の65歳以上）、障がい者は半額

「ハビボ会」会員募集
【内容】美術館でボランティア活動を行っている「ハビボ会」の会員を募集します。【対象】会主催の研
修に参加できること。年齢性別は問いません。【年会費】600円（申し込みの際に支払い）【申込方法】
4/10（金）までに美術館へ直接ご来館いただき、申込書をご記入ください。※申込期間中は休館となっ
ていますが、美術館職員が居ますのでお声掛けください。

八戸ポータルミュージアム はっち 休14　開9:00~21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　住三日町11‒1
ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
はっちのゴールデンウィーク

虎舞水飲み場オープニング
2015

4/26（日）11:00～14:00
はっち裏　番町スクエア　ほか

【内容】番町スクエアで冬ごもり中の虎舞水飲み場。はっちのゴール
デンウィークのプレイベントとして、にぎやかな踊りや音楽のステー
ジイベントを開催し、今年の活動を始めます。

Marché×Buyはちのへ 4/29（水・祝）11：00～16：00
１階　シアター1　ほか

【内容】市内有名店のおいしい食べ物や気になる雑貨、そして音楽…。
ショッピングが楽しめる小粋なマルシェ（市場）が今年もはっちに�
登場。同日開催の「市民と花のカーニバル」と併せてお楽しみください。

ニュースポーツフェスティ
バル in はっち 5/2（土）10：00～16：00 【内容】子どもも大人も気軽に楽しめるニュースポーツが大集合!

家族や友人と一緒に体験してみませんか。

市民公募企画①
PPF青森写真展

「nine colors」

4/30（木）～5/6（水・休）
1階　シアター1
※�初日は13:00～、最終日は
　17:00まで

【内容】写真誌「PHaT�Photo」公式ファン
倶楽部メンバーによる写真展。9人のメン
バーが各々選んだ1色をテーマに撮影し
た写真を展示。メンバーによるトーク、作
品解説も有り。

市民公募企画②
西
にしざわ

澤照
てるみつ

光写真展
「時空超華　大賀ハス
～太古からの目覚め～」

4/29（水・祝）～5/6（水・休）
9:00~18:00
2階　シアター2

【内容】2014年に日本美術評論家大賞を受賞した西澤照光さんが
2006年から撮り続けている新井田対泉院の古代ハスをテーマに写真
展を開催。

市民公募企画③
八戸ファンタジックイラ
スト展

4/29（水・祝）～5/6（水・休）
9:00~18:00
2階　ギャラリー2

【内容】蕪島や合掌土偶を幻想的に描いたイラストを展示。同じ題材
を2人の作家が描くので、違ったテイストを楽しめます。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

4/19（日）11:00～15:00
3階　和のスタジオ　ほか

【内容】毎月第3日曜日は、日本文化に親し
む日です。お茶席やいけばな体験でお待
ちしています。【参加費】一部、実費負担の
もの有り※申込不要

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

4/22（水）19:00～
1階　はっちひろば

【内容】毎月、市内で音楽活動をしている
パフォーマーたちによるライブを開催し
ています。
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八戸市立南郷図書館 休30　開9:00~19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　
Ｔ60‒8100　Ｆ60‒8130　住南郷区大字市野沢字中市野沢39‒1

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ココロの木を育てよう！ 4/1（水）～24（金）
【内容】館内の専用コーナーで、葉の形をした切り
紙に自分の目標を書き壁の「木」（掲示）に貼りつ
けます。※申込不要

子どもの読書週間
表紙にひかれて… 4/1（水）～5/12（火） 【内容】思わず読んでみたくなる表紙の本や絵本

を展示・貸し出しします。

本屋大賞受賞作品展示 4/1（水）～5/28（木） 【内容】過去の本屋大賞作品（ベスト10）と27年度ノミネート作品を
展示・貸し出しします。

お弁当作ってお出かけ特集
～春～ 4/25（土）～5/15（金） 【内容】お弁当作りに役立つレシピの本と、春のお出かけや散策がさ

らに楽しくなるような本を展示・貸し出しします。

春のおなはし会 4/29（水･祝）14：00～15:00 【内容】春にちなんだ絵本の読み聞かせと、室内で楽しめる昔遊びを
行います。【対象】小学校低学年まで※申込不要

八戸市立図書館 休30　開9:00~19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　Ｔ22‒0266　Ｆ71‒1312
住糠塚字下道2‒1　　ホlib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

健康な体づくり 4/1（水）～29（水・祝） 【内容】食生活や運動といった、病気予防につながるような本を展示・
貸し出しします。

楽しいお出かけ特集 4/11（土）～5/15（金） 【内容】ゴールデンウィークに向け、準備に使えそうな本を展示・貸
し出しします。

むかし語り 4/11（土）～5/15（金） 【内容】昔から語り継がれる民話や伝説などの本を展示・貸し出しします。

子どもの読書週間
企画展示

「国際アンデルセン賞展」
4/20（月）～5/17（日）

【内容】子どもの読書週間（4/23～5/12）にち
なみ行事を行います。「小さなノーベル賞」と
も呼ばれる国際アンデルセン賞の作家賞およ
び画家賞受賞者の作品を展示・貸し出しします。

「子どもの本研究会」
参加者募集 毎月第2（木）10:00～12:00

【内容】絵本や読み聞かせについての勉強会を
開催しています。※申し込み不要ですが、初め
て参加する人は、事前にご連絡ください。

八戸市立図書情報
センター

休30　開10:00~20:00、（土）（日）（祝）18:00まで　Ｔ70‒2600　Ｆ70‒2601
住尻内町字館田1‒1

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

学園STORY 4/1（水）～29（水・祝） 【内容】青春を謳
お う か

歌する学生たちを主役とした図書やDVDを展示・貸
し出しします。

乗り物 4/1（水）～29（水・祝） 【内容】働く車や船、新幹線などの乗り物絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「春×新生活応援ソング」 4/1（水）～29（水・祝） 【内容】この春、新生活を始める皆さんに聴いてほしいエールソング

を特集します。

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休13、20、27　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　ホkorekawa-jomon.jp　※入館料有り
分館（縄文学習館）Ｔ96‒1484　※入館料無し

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

企画展
「掘りdayはちのへ」展 4/25（土）～6/21（日）

【内容】26年度の遺跡発掘調査の成果を紹介し
ます。是川で85年ぶりに確認された縄文貝塚
や、上野・売市・田面木地区の古代集落など、八
戸の新たな歴史を見学できます。※常設展料
金で併せて観覧できます。

日曜日縄文体験コーナー 4/5（日）～7/19（日）までの
毎週（日）9:30～16:00

【内容】火起こし、土器の文様拓本、土製耳飾り
作り、縄文土器・土偶作り、編

あんぎん

布編み、勾
まがたま

玉作
り【参加費】200円～1,000円（入館料別途）

縄文の布を編む教室 4/18（土）9:30～13:00
【内容】麻糸を使って、縄文時代の布編みを体
験します。コースターなどを作ります。【対象】
小学4年生以上【定員】20人【参加費】200円
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35　広報はちのへ平成 27年 4月号

視聴覚センター 児童科学館 休13、20、27　開８:30～17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132
住類家四丁目3‒1　ホkagakukan-8.com　※プラネタリウムは有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
4/11（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】東映Vキッズシリーズ　からすのパンやさん/どろぼうがっこう
17:30～ 【内容】海上保安官が見た巨大津波と東日本大震災復興支援　

夜のプラネタリウム 17:00～（英語版）
18:00～（日本語版） 【内容】Constellation�Tales�～星座物語～

市民星空観望会 18:00～19:45 【内容】春の星空（木星・金星・冬の大三角　ほか）
4/25（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】セロひきのゴーシュ
17:30～ 【内容】変身

夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） 【内容】Constellation�Tales�～星座物語～
18:00～ 【内容】星空散歩「春の星空」（生解説）

市民星空観望会 18:30～19:45 【内容】春の星空（木星・金星・月・春の星座　ほか）

プラネタリウム（※）
5/31（日）まで
【内容】Constellation�Tales�
～星座物語～

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用
一般

11:00
13:30
15:00 一般

※�3/27（金）～4/6（月）の春
休み期間中は、1日4回一般
投影を行います。

映像利用学習会 4/18（土）13:00～15:00 【内容】「星のソムリエ」講座紹介【講師】新
にったたかし

田隆（児童科学館運営主任）
※申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00～16:00（受付終了15:45）
※�3/27（金）～4/6（月）の春休
み期間中は、毎日開催します。

【内容】マカロンストラップ・布バッジ・プラ板キーホルダー作りなど、
さまざまな工作を用意しています。【費用】無料～200円
※申し込み不要で、小学３年生以下は保護者同伴

春休みおたのしみ劇場 3/27（金）～4/6（月）
10:00～16:00 【内容】さまざまなアニメなどを上映します。

おたのしみ劇場

【時間】10:00～11:00
【実施日・内容】
▷4/12（日）ハメルンの笛ふき、おしゃれなくじゃく、くまのがっこう
▷4/19（日）ありときりぎりす、鐘をならしたきじ、
　くまのがっこう「ジャッキーのパンやさん」
▷4/26（日）ピノキオ（人形劇）
▷4/29（水・祝）たぬきの恩返し、たまごにいちゃん

27年度天文クラブ員募集

【活動日時】
▷�初回5/9（土）18:00～19:45
▷�5月～翌年3月
　第2（土）18:00～19:45
▷�11月～翌年2月17:00～18:45

【内容】天体望遠鏡の仕組みと使い方、季節の星や天文現象のお話、
ペットボトル望遠鏡作りなどを行います。また天気の良い日には、星
空観測を行います。【対象】市内の小学3年生～中学3年生【定員】25人
【参加費】700円（保険料含む、材料費別途）【申込方法】4/1（水）から電
話で受け付け後、児童科学館で申込書を作成していただきます。

「星のソムリエ」講座
受講者募集

【活動日時】
▷�初回
　5/30（土）18：30～21:00
▷6月～9月（毎月1～2回）
　19:00～21:00

【内容】天体に関する知識、望遠鏡の操作方法、星空の楽しみ方を学
びます。全ての講座を受講し、単位を取得することにより「星のソ
ムリエ」の資格を取得できます。【定員】40人【参加費】5/30（土）に
4,000円、8/29（土）に4,000円を支払い。※キャンセルや欠席での
返金はできません。【申込方法】4/18（土）15:00～5/17（日）15:00
に申込書（当館で配布・ホームページからダウンロード可）を、直接
提出してください。

皆既月食観測会 4/4（土）19:00～21:30
※雨天時中止�

【講師】下
しもさわ

沢信
の ぶ お

夫氏・丹
た ん ば

波雅
まさあき

昭氏（八戸天文同好会）
※小中学生は必ず保護者同伴

八戸リサイクルプラザ 休6、13、20、27　開9:00~17:00　Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　
住櫛引字山田山1‒1　ホcity.hachinohe.aomori.jp/koiki/ripura/

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

エコ布ぞうり作り教室 4/11（土）、19（日）
9:00～12:00

【内容】着古したＴシャツで布ぞうりを作ります。【定員】各回4人
【持ち物】着古したＴシャツ4枚（なるべく大きいもの）、洗濯ばさみ2
個、裁ちばさみ、30cm定規【申込期間】3/22（日）～各開催日の前日

新聞紙バッグ作り教室 4/12（日）10:00～12:00 【内容】新聞紙でバッグを作ります。【定員】4人【持ち物】新聞紙（2日
分）、30㎝定規【申込期間】3/22（日）～4/11（土）

新聞紙かご作り教室 4/18（土）9:00～12:00 【内容】新聞紙でかごを作ります。【定員】4人【持ち物】新聞紙（2日分）
【申込期間】3/22（日）～4/17（金）
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水産科学館マリエント 休なし　開9:00~17:00　Ｔ33‒7800　Ｆ33‒7801　
住鮫町字下松苗場14‒33　ホmarient.org　※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
3
階
展
示
室（
展
示・催
し
）

流氷の妖精クリオネ展 開催中
【内容】北海道立オホーツク流氷科学センター「GIZA」より、貴重な
クリオネを寄贈していただきました。クリオネの天使のような姿と
可愛らしい動きを、ぜひご覧ください。

魚眼図 随時 【内容】水槽の中から皆さんを水中カメラで撮影します。
サケ成長日記 5月の放流まで（予定） 【内容】サケの赤ちゃんがたくましく成長していく姿をぜひご覧ください。

「マリンレンジャー」
による魚への餌付け
＆じゃんけん大会

毎週（日）（祝）12:00～ 【内容】大水槽にマリンレンジャー（ダイバー）が潜り、魚たちがエサ
を食べる姿をご覧になれます。

久
く ぼ た

保田政
ま さ こ

子と“カメ吉”
を描く～“アオウミガメ 
カメ吉”と“もぐらんぴ
あ”ありがとう企画～

4/25（土）、26（日）
10:00～12:00
※どちらか1日をお選びください。

【内容】震災を乗り越えて、「もぐらんぴあ・まちな
か水族館」から預かっている“もぐらんカメ吉”をテー
マとした絵画教室を開催します。完成した作品は、
期間限定の特別展示としてマリエントに展示しま
す。（展示は夏休みを予定）【講師】久保田政子氏（画
家）【参加費】無料（入館料別途）【準備物】絵画用具一
式（用紙はマリエントで用意します。）

「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

★見て体験する
デンキウナギで「こ
いのぼりツリー」点灯

毎週（日）（祝）①10:30～
②13:00～③15:00～ 【内容】デンキウナギが出した電気を使って実験を行います。

深海水圧実験 毎週（日）（祝）
①11:00～②14:00～ 【内容】水深1,000ｍの深海の世界の圧力を再現する実験です。

アーチャーフィッ
シュで水鉄砲

【内容】アーチャーフィッシュが、口から水鉄砲を飛ばしてエサを撃
ち落とす様子をご覧になれます。

★やって体験する
▷ワークシートに挑戦　▷タッチ水槽　▷ドクターフィッシュ「ガラ・ルファ」水槽　▷エサやり体験
▷海のふしぎBOX（中の見えない箱に手を入れ、中に入っている海の生き物を当てよう）

４
階
展
示

ス
ペ
ー
ス

礒
い そ ざ き た か お

﨑孝男　写真展 3/25（水）～4/20（月）

【内容】写真を撮り続け50年余り。さまざまなコンテストで入選を
果たした礒﨑氏（洋野町）。特に、平成22年には“農林水産大臣賞”を
受賞されています。今回は、「東日本大震災」「南部もぐりとウニの里」
をテーマに約30点の作品を展示。町の働く人や自然などの感動的
な魅力を発信したいという想いで、その時一瞬を大事にし、様々な
機会を捉え、今を撮り続ける礒﨑氏の作品をぜひご覧ください。

「マリエント市」開催 5/2（土）～6（水・祝）9:00～
16:30�※最終日9:00～16:00

【内容】「震災を乗り越えて～未来への絆～」をテーマに、
マリエント市を開催します。

南部ダイバー登場!
5/5（火・祝）、６（水・休）
①12:00～②15:00～
3階大水槽

【内容】「南部ダイバー」が、大水槽の中で魚の餌付けや
じゃんけん大会をなどをします。

「ちきゅう」たんけんクラブ
ジュニア会員募集

【内容】科学を学ぶさまざまな企画を開催します（月1回程度）。また、科学者や探査船のパイロットから最
先端の地球のお話を聞くことができます（年1～2回）。【対象】小学1年生～中学3年生【年会費】500円

「ちきゅう」たんけんクラブ
シニア会員募集

【内容】海洋・地球・自然科学や水産業などの、体験型学習を柱とした企画、講座、研修会を開催します（年
2回程度）。【対象】高校～大学の生徒・学生【年会費】1,000円

4・５階ホール利用者募集 【内容】作品発表の場としてホールを貸し出しします。詳しくはお問い合わせください。

もぐらんカメ吉

種差海岸インフォメーション
センター

休なし　開9:00~16:00　Ｔ51‒8500　Ｆ51‒8501
住鮫町字棚久保14‒167　　ホtanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
南部凧つくってあげよう、
種差で

4/26（日）9:30～13:00
レクチャールーム・種差天然芝生地

【内容】南部凧の絵付けと組み立てを体験し、芝生地で揚げます。
【参加費】800円

ぷらっと　プログラム（毎日、予約なしで実施されるプログラム）
みんなでラジオ体操 8:50～　種差天然芝生地 【内容】種差天然芝生地でラジオ体操をします。
種差芝生地を散策しよう 随時　種差天然芝生地 【内容】3月の芝生地では「フクジュソウ」が出迎えてくれるかも。
館内を冒険しよう 随時 【内容】館内の展示物で八戸・階上の自然について学びます。
手作りミニチュアランド
セルを作ろう 随時※4/19（日）まで 【内容】ミニチュアランドセルに種差の塩を入れ、お守りにもなる新

入生へお祝いのプレゼントを作りませんか。【参加費】100円
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八戸公園 休6、13、20、27　開9:00~17:00　Ｔ96‒2932　Ｆ96‒4631
住十日市字天摩33‒2　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

八戸公園こどもの国遊園地
4月1日オープン

4/1（水）～11/3（火・祝）
9:00～16:45（17:00で閉園）

【内容】「三八五・こども館」は通年で利用できます。「ソリゲレンデ」
は、安全対策上、気象やゲレンデ状況により利用不可の場合もあり
ます。休園日は、毎週（月）〈祝日、振替休日のときはその翌日〉

園芸教室

4/12（日）13:00～16:00
緑の相談所�研修室

【内容】山野草の育て方【講師】松
ま つ だ

田ナヲ氏（白銀公民館山野草クラブ）
【定員】40人

4/19（日）13:00～16:00
緑の相談所�研修室

【内容】盆栽の楽しみ方～仕立て方・管理～【講師】佐
さ が わ と よ し

川豊志氏（盆栽
園経営）【定員】40人※実際に仕立てる人は、教材費として1,000
円必要です。

緑の専門相談
※�時間内（12:00～13:00除
く）にご来園または電話で
ご相談ください。

4/12（日）10:00～16:00
緑の相談所

【内容】庭の土作りと肥料【相談員】久
く ぼ

保えみ子氏（八戸造園建設業協
会）

4/19（日）10:00～16:00
緑の相談所

【内容】庭木の植え付けと管理【相談員】久保えみ子氏（八戸造園建設
業協会）

4/26（日）10:00～16:00
緑の相談所

【内容】観葉植物の管理～植え替えほか～
【相談員】河

かわむらゆうた

村雄大氏（ハーブコーディネーター）

はちのへ公園春まつり 4/29（水・祝）～5/6（水・休）
9:00～17:00

【内容】2,000本の桜が咲き誇る県南最大の春ま
つりです。開催中は、連日チアリーディングや
バトントワリング、吹奏楽やジャズ演奏、歌謡
ショーなど楽しいイベントが盛りだくさんです。
野外売店やフリーマーケットも開催します。

八戸公園 三八五・こども館 休6、13、20、27　開９:00~17:00　Ｔ96‒3480　Ｆ96‒4631
住十日市字天摩33‒2

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

ゆかいな動物ストラップ 4/12（日）10:00～12:00 【内容】公園の木や木の実を使い、動物に似せたかわいいストラップ
を作ります。【対象】小学生以下【定員】25人（当日受付）

森のこいのぼり工作 4/19（日）10:00～12:00 【内容】公園内の自然物を使い、自分だけのこいのぼりを作ります。
【対象】小学生以下【定員】25人（当日受付）

市民の森 不習岳 山開き期間４月～11月　開9：00～17：00　
住南郷区大字島守字外田山19　ＴＦ83‒2146

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

春の山野草観賞会 4/26（日）
10:00～13：00

【内容】講師と林間歩道を散策しながら、春の山野草を観賞します。
花苗のプレゼントがあります。（小雨決行）【定員】50人【参加費】
500円（昼食・保険代）【申込期限】4/23（木）

市民の森不習岳山開き 4/29（水・祝）
10:00～10:30

【内容】市民の森の山開きを行います。また、展望台のリニューアル
に伴うセレモニーや記念品の配布があります。（小雨決行）
※申込不要　問農林畜産課　Ｔ43-9052　Ｆ46-5697

アウトドアクッキング体験 4/29（水・祝）
10:30～13:30

【内容】昨年リニューアルしたキャンプ場の炊事棟で、ピザ釜とダッ
チオーブンを使い、ナンやハンバーグなどを作って食べます。
【定員】親子20組モト4/14（火）までに八戸市緑化推進委員会事務
局（農林畜産課内）へＴ43-9052Ｆ46-5697

きのこの植菌体験会 4/29（水・祝）
13:30～15:30

【内容】ホダ木にしいたけの菌を植え付けます。
（小雨決行）【定員】50人【申込期限】4/26（日）
※ホダ木を持ち帰る場合は１本500円

青葉湖展望交流施設山の楽校 休6、13、20、27　開8:00~17:00　ＴＦ82‒2222　
住南郷区大字島守字北ノ畑6‒2　

行事名 日時・場所 　　　内容・定員・対象など
そば打ち体験楽校 4/5（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円

布編みスリッパの楽校 4/12（日）9:00～15:00 【参加費】3,000円

そばとうどんの楽校 4/19（日）9:00～12:00 【参加費】2,000円

野菜の楽校（無農薬栽培） 4/26（日）9:00～12:00 【参加費】1家族15,000円※4月～11月上旬まで毎月2回ずつ講座
を行い、野菜の栽培や収穫を学びます。

うどんの楽校 4/29（水・祝）9:00～12:00 【参加費】1,500円


