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●�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。

5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

八戸市博物館 休7、11、18、25　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料あり

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。

博物館クラブ
折り紙かぶと 5/3（日・祝）10：00～12:00 【講師】博物館職員【対象】小学生以上の親子【定員】15組

【内容】戦国武将の変わりかぶとを折り紙で再現しましょう。

博物館クラブ
赤ちゃん集合！成長記念に
粘土で手形・足形作り

5/5（火・祝）①10:00～11:00
②11:00～12:00 【講師】博物館職員【対象】乳幼児までの親子【定員】各回15組

館外フィールドワーク
八戸城下巡り 5/16（土）9:00～12:00 【講師】博物館学芸員【定員】15人

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。引き続き資料を募集
しています。【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。 募集 お待ちしています!

箱膳

お
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り
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史跡根城の広場 休7、11、18、25　開９:00~17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料あり

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つ用意しています。

【体験料】無料（入館料別途）※申込不要

史跡根城さくらまつり 5/3（日・祝）9：00～16:00 【内容】屋外での茶会や苗木即売コーナーがあります。

5/3（日・祝）
史跡根城
さくらまつり

5/22（金)
根城記念祭
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南郷歴史民俗資料館 休7、11、18、25　開9:00~17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷大字島守字小山田7‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/nango/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

南郷一周巡り 5/1（金）9:00~16:00

【内容】南郷を巡り、地域の歴史や民俗を紹介します。（予定コース：
一里塚→虚空蔵菩薩堂→南郷歴史民俗資料館→山の楽校）※当日は
バス移動【定員】24人【持ち物】昼食【参加費】無料【申込方法】電話で
4/24（金）から受付を開始し、定員になり次第締め切ります。※参加
者は、当日9:00までに市庁玄関前に集合してください

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休7、11、18、25　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　ホkorekawa-jomon.jp　※入館料あり
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。

1日考古学者体験 5/2（土）
①10:00～②14:00～

【内容】発掘調査で出土した土の中の土器や貝・骨の分類作業を通じ、
考古学者の仕事を体験できます。※当日は汚れてもよい服装でお越
しください【定員】各20人【持ち物】古タオル【参加費】無料【申込期限】
5/1（金）まで

ギャラリートーク 5/9（土）①11:00～②14:00～
6/6（土）①11:00～②14:00～

【内容】26年度に発掘調査を行った遺跡の展示を見ながら、実際に発
掘調査を行った担当者が見どころを解説します。※申込不要
【参加費】無料

シカの角で
ペンダント作り教室 5/9（土）9:30～13:00 【内容】縄文時代のアクセサリーを参考に、シカの角を自由な形に削っ

て自分だけのペンダントを作ります。【定員】20人【参加費】200円

考古学講座 5/16（土）14:00～16:00

【内容】7月開催予定の特別展「漆と縄文人」のプレイベントとし
て、縄文時代に育まれた漆利用の技術や文化に関する講演会を�
開催します。【演題】下

しもやけべ

宅部遺跡からみた縄文時代の漆工技術・ウルシ�
林の管理から漆補修まで【講師】千

ち ば と し ろ う

葉敏朗氏（東村山ふるさと歴史館�
学芸員）【定員】100人【持ち物】筆記用具

ボランティア養成講座
（全10回中の3回分）

①5/23（土）14:00～16：00
②5/30（土）10:00～12:00
③5/30（土）14:00～16:00

【演題】①�「縄文是川ボランティアについて」②「是川遺跡について」
③�「是川遺跡のガイドについて」【講師】是川縄文館学芸員
※③は是川縄文館集合後、野外での講座となりますので、当日は動
きやすい服装でお越しください。

日曜日縄文体験コーナー 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）

⓭ ～ボランティア養成講座の様子～

1～3月に開催したボランティア養成講座には、たくさんの参加がありました。講座では、
展示解説や縄文のモノ作り体験の指導方法を座学・実技で学ぶほか、他市の施設に出かけ
て展示解説を学びます。ボランティアスタッフは展示解説や体験学習の指導などの活動で、
当館には欠かせない存在となっています。
是川縄文館では毎年5～7月、1～3月に「ボランティア養成講座」を開催しているほか、随
時募集をしています。興味のある人はお気軽にお問い合わせください。

縄文体験・展示ガイドの予約受付中！　問八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館Ｔ 38-9511Ｆ 96-5392

ものづくり実習の様子。技術・
知識を磨いています。

子供も大人も英語もOKです! 来館者の喜んでくれる姿が嬉し
くて「楽しい」が活動の原点に
なっています!

　是川縄文館の体験学習や発掘調査などの活動、体験学習などをレポートしていきます。

分
館（
縄
文
学
習
館
）の
桜
は

4
月
下
旬
頃
に
は

き
っ
と
見
ご
ろ
る
ん
。

み
ん
な
見
に
き
て
る
ん
♪

八戸の素晴らしさをさら
に伝えていけるよう活動
を続けたいです。
（ボランティア談）

是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん
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八戸市美術館 休11～14、18～20、25　開9:00~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住番町10‒4　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料あり

行事名 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

コレクション展Ⅰ
「沖縄の美」 5/23（土）～7/12（日） 【内容】当館所蔵の沖縄の伝統的な技術を取り入れて作られた工芸品

を中心に、「手仕事の美」を紹介します。

市民ギャラリー
▷5/15（金）～17（日）　第24回硯

けんしん

親書道展、第3回サロン・ブラン美術協会展
▷5/21（木）～24（日）　澤

さ わ だ

田白
はくうん

雲書作展
▷5/29（金）～31（日）　第16回書のサロン展、第58回チャーチル会八戸展

八戸市立南郷図書館 休7、29　開9:00~19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　
Ｔ60‒8100　Ｆ60‒8130　住南郷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
こいのぼり掲示 4/25（土）～5/28（木） 【内容】こいのぼりを作り壁に飾ります。【対象】小学生以下

お母さんありがとう 5/1（金）～28（木） 【内容】母の日にちなみ、お母さんが登場する絵本などを
展示・貸し出しします。

こどもの読書週間行事
「絵本読みます」 5/5（火・祝）、6（水・休） 【内容】スタッフが用意した絵本から好きなものを

選んでもらい、読み聞かせを随時行います。【対象】小学校低学年まで
ちょっとのコツでスキル
アップ！カメラ講座・春 5/10（日）13:00～16:00 【内容】カメラでの写真撮影を趣味として楽しみ、ワンランクアップする

ための初心者向け講座を行います。【対象】中学生以上【定員】15人程度

八戸市立図書情報
センター

休7、29　開10:00~20:00、（土）（日）（祝）18:00まで　Ｔ70‒2600
Ｆ70‒2601　住尻内町字館田1‒1八戸駅ビル（うみねこプラザ）1階

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

サンキューソング 5/1（金）～28（木） 【内容】5月の記念日である”母の日”にちなみ、感謝の気持ちを伝える
サンキューソングを特集し、展示・貸し出しします。

しかけ絵本 5/1（金）～28（木） 【内容】しかけ絵本や親子で楽しめる「しかけカード」などの作り方
が分かる本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「キッズ・アニソン」 5/1（金）～28（木） 【内容】こどもの日にちなみ、家族で楽しめる曲やアニメソングを特

集します。

八戸リサイクルプラザ 休7、11､18、25　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

春の再生品提供

【内容】修理再生した家具などを低価格で皆さんに提供します。（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファ
など)【対象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】5/2（土）～10（日）に、申込書（八戸
リサイクルプラザで配布）に希望する再生品を記入の上、提出してください。（電話申し込み、代理申し
込み不可）※1人2品まで（同一品は不可）【公開抽選】5/13（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで
通知【引取期間】5/16（土）～24（日）※運搬はご自身でお願いします。

八戸市立図書館 休7、29　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

消費者問題を考える 4/30（木）～5/28（木） 【内容】消費者月間にちなみ、消費者が安全に暮らすための本を展示・
貸し出しします。

建築入門 4/30（木）～5/28（木） 【内容】見慣れた建物の違いや特徴などが判る、建物に関する本を展
示・貸し出しします。

奥深い図鑑の世界 5/18（月）～6/12（金） 【内容】楽しい児童の図鑑から大人のディープな図鑑まで、さまざまな
図鑑を展示・貸し出しします。

子どもの読書週間行事
「春のおはなし会」 5/9（土）10:30～11:30

【内容】子どもの読書週間4/23（木）～5/12（火）にちなみ、佐
さ さ き か ず こ

々木和子
氏（八戸童話会）による、南部弁の昔がたりとパネルシアターを開催
します。【対象】4歳以上から【定員】80人程度※10人以上の団体の
場合は事前にご連絡ください。
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視聴覚センター 児童科学館 休7、11、18、25　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・内容

プラネタリウム（※）
5/31（日）まで
【内容】Constellation�Tales�～星座物語～
※ゴールデンウィーク期間中（5/2～6）は
　毎回一般投影を　行います。

5/9（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 16:00～ 【内容】世界名作劇場完結版　名犬ラッシー
17:30～ 【内容】サンゴレンジャー

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・春の大三角　ほか）
5/23（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 16:00～ 【内容】風を見た少年
17:30～ 【内容】おじいさんと草原の小学校

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　ほか）

チャレンジエアプレーン 5/2（土）13:30～15:00 【内容】競技用の紙飛行機を作成し、天気が良ければ外で飛ばして遊
びます。【対象】20組（小学3年生～中学3年生）【費用】350円

ゴールデンウィーク
おたのしみ劇場

5/2（土）～6（水・休）
10:00～16:00 【内容】いろいろなアニメを上映します。

ゴールデンウィーク
KIDS工房祭

5/2（土）～6（水・休）
10:00～16:00 【内容】ゴールデンウィーク限りの特別イベントや工作体験を行います。

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）10:00～16:00
※�ゴールデンウィーク期間中
（5/2～6）は毎日開催

【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

映像利用学習会 5/30（土）13:00～15:00 【演題】心の健康【講師】笹
ささ

博
ひろし

氏（ささクリニック院長）※申込不要

おたのしみ劇場

【時間】10:00～11:00
【実施日・内容】
▷5/10（日）長靴をはいた猫、子どもどうぶつ劇場①
▷5/17（日）マッチ売りの少女、子どもどうぶつ劇場②
▷5/24（日）ヘンゼルとグレーテル、子どもどうぶつ劇場③
▷5/31（日）三匹の子ぶた、だいじょうぶだいじょうぶ

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

八戸公園 三八五・こども館 休7、11、18、25　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）
ありがとう！
森のプレゼント 5/17（日）10:00～12:00 【内容】公園の木や珍しい木の実を使った工作です。【対象】小学生以下

【定員】25人※当日受付

八戸公園 休7、11、18、25　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

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。

5/10（日）10:00～16:00
緑の相談所

【内容】球根植物の手入れ（花後の管理・植え付け・保存法ほか）
【相談員】田

た な か ま ち こ

中町子氏（ガーデンコーディネーター）
5/17（日）10:00～16:00
緑の相談所

【内容】シンビジウム・カトレア・コチョウランの管理（植え替え・施
肥ほか）【相談員】沼

ぬまだて

舘毅
つよし

氏（青森蘭友会）
5/31（日）10:00～16:00
緑の相談所 【内容】家庭果樹の手入れ【相談員】佐

さ と う と も え

藤友衛氏（コンサルタント協会）

園芸教室

5/10（日）13:00～16:00
緑の相談所

【内容】母の日に贈るフラワーアレンジメント【講師】千
ち ば

葉智
ともこ

子氏（フラワー�
サークルCOCO主宰）【教材費】800円【持ち物】花ばさみ、持ち帰り用の袋

5/24（日）13:00～16:00
緑の相談所

【内容】ガーデニングを楽しむ～秋まで楽しむ花壇作り～
【講師】橋

はしもと

本正
ただし

氏（八戸造園建設業協会）【定員】40人
5/31（日）13:00～16:00
緑の相談所

【内容】バラのある暮らし～花後の手入れ・管理～
【講師】阿

あ べ ふ み お

部文雄氏（八戸ばら会）【定員】40人
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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」様より、貴重
なクリオネをご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た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。

～春の特設“こどもの
日”水槽～
十和田湖ひめます

開催中
一昨年に十和田市の十和田湖増殖漁業協同組合様からご寄付いただ
いたヒメマスの稚魚が大きく成長しました。広々とした円型水槽の
中を活発に泳ぐ姿はまるで大空を舞うこいのぼりを連想させます。

桜水槽 5/24（日）まで 春に咲く桜を連想させる色彩豊かな魚たちが
水槽をにぎやかに彩ります。

「
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

ふるさとの鳥を描く
木
き べ

部一
か ず き

樹展vol.2
4/28（火）～5/28（木）

【内容】野鳥を中心に、自然の姿をありのままに描き続ける画家・木
部一樹の作品展です。今回は青森県南に生息する野鳥の生態を細密
に描いた作品を二十数点展示します。

「マリエント市」開催 5/2（土）～6（水・休）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。

市民の森 不
な ら わ ず だ け

習岳 山開き期間４月～11月　開9：00～17：00　
住南郷大字島守字外田山19　ＴＦ83‒2146

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

親子でネイチャートレッキ
ングを楽しもう 5/17（日）10：00～13:00

【内容】動植物、自然、南郷地域にまつわる話を聞きな
がら林間歩道を散策します。※小雨決行【定員】50人
【参加費】500円（昼食・保険代）【申込期限】5/14（木）

青葉湖展望交流施設山の楽校 休7、11、18、25　開8:00~17:00　ＴＦ82‒2222
住南郷大字島守字北ノ畑6‒2　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

山の楽校まつり 5/4（月・祝）、５（火・祝）
10：00～15:00

【内容】そば打ちや昔懐かしいてんぽせんべ
い焼き体験講座、新鮮な野菜の即売会のほ
か、食堂を開設します。

そば打ち体験楽校 5/10（日）9：00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円
布ぞうりの楽校 5/17（日）9：00～15:00 【参加費】2,800円
よもぎもちの楽校 5/31（日）9：00～12:00 【参加費】1,500円

青葉湖新緑ウォーク 5/24（日）9:00スタート
（受付�8:00～8:30）

【内容】コース①三橋コース（約13km）
②青葉湖コース（約8km）③朝もやコース（約
12.7km）【集合場所】�①②山の楽校③朝もや
の館【参加費】大人1,000円、小学生以下800
円※昼食、保険料、完歩証込み
モト5/20（水）までにグリーンプラザなんご
う�Ｔ82-2902�Ｆ82-2903、朝もやの館Ｔ
80-8088Ｆ�80-8017〈（月）休館〉、山の楽校�
ＴＦ�82-2222〈（月）休館〉へ

そば打ち体験
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こどもはっち 休12　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　ホkodomohacchi.com
※入館料あり　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

親子でお茶会
5/17（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
菓子をいただきます。【定員】各回2組
【参加費】200円※申込不要

「春夏物のおさがり掘り出
し市」出店者募集

6/7（日）10:30～13:00
1階　はっちひろば

【内容】「春夏物のおさがり掘り出し市」の出店者を募集します。
※無料提供品の募集も随時行っています。【定員】16組
【申込開始日】5/1（金）【参加費】無料

八戸ポータルミュージアム はっち 休12　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2015

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が、今年の活動を
始めます。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ます。

Marché×Buyはちのへ 4/29（水・祝）11：00～16：00
1階　フロア全体

【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。

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」公式ファンクラ
ブメンバーによる写真展です。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し
ます。メンバーによるトーク、作品解説もあり。

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）
2階　シアター2
9:00~18:00

【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した
写真展です。

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）
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。

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
1階　はっちひろば　ほか

【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。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

5/17（日）11:00～15:00
4階　食のスタジオ　ほか

【内容】毎月第3日曜日は、日本文化に親しむ日です。５月は江
え ど せ ん け

戸千家�
岩
い わ て

手不
ふはくかい

白会�木
きむらしゃちゅう

村社中のお茶席と、龍
りゅうせいは

生派八戸支部のいけばな体験で�
お待ちしています。【参加費】一部、実費負担のものあり※申込不要

はっちの七夕企画
参加者募集!

【内容】はっちの七夕企画の一環として、音楽やダンス、演劇などのライブを実施できる人を募集します。
【受付期間】5/1（金）～15（金）【対象者】①音楽やダンスなどのライブを企画・実施する意欲がある個人・
団体②原則として市内在住の人（団体の場合、代表者が市内在住の人であること）③事業を完遂できる
人【実施日時】7/11（土）、12（日）のいずれか１日または両日【実施場所】はっち2階シアター２【応募方
法】応募用紙（館内備え付け）を提出してください。【応募内容の審査】企画内容の審査を行い、結果を応
募者全員に文書で送付します。

種差海岸インフォメーション
センター

休なし　開9:00~17:00　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
企画展

「初夏の国立公園に出かけ
よう」～種差・階上の色彩～

5/1（金）～６/30（火）
四つの壁

【内容】5月、6月の種差・階上は、蕪島の菜の花、天然芝生、階上岳の
ヤマツツジなど色鮮やかです。色が与える効果と合わせてご紹介し
ます。

THE　鮫トレッキング
蕪島～物見岩～鮫角灯台 5/31（日)9：00～11：20

【内容】地元ガイドさんの案内による蕪島から鮫角灯台までのトレッ
キングです。蕪嶋神社階段前に集合し、蕪嶋神社の境内を3周＆安
全祈願をしたのち、西宮神社、浜小屋付近、物見岩、鮫角灯台を巡り
ます。シーガルビューホテル前で解散。【定員】30人【参加費】800円
（シーガルビューホテルの昆布風呂の入浴券付き・当日限り有効）

「TANECHAN」春夏号 【内容】当センターで発行している情報誌「TANECHAN」は、旬の話題が盛りだくさんです。ぜひご
覧ください。【配布場所】市庁本館・別館1階、はっち

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）
自然物を使って
鯉のぼりをつくろう 5/5（火・祝）まで 【内容】フェルトで作った台紙に、貝殻や松ぼっくりで飾り付けをして、

自分だけのオリジナル鯉のぼりを作ろう。【参加費】100円


