
32

●�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。

6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8、15、22、29　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
「陶芸教室～せかいで一つ
自分好みの器作り～」

6/20（土）13:30～15:30 【講師】沼
ぬまはた

畑優
まさる

氏（陶芸家）【対象】小学生以上【定員】30人【参加費】
700円

史跡根城の広場 休8、15、22、29　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

根城おもしろ講座
歴史講演会 6/7（日）10:00～12:00 【講師】三

みうらけいすけ

浦圭介氏（青森中央学院大学講師）【演題】古
こだいぼうぎょうせい

代防禦性集落と
林
はやしのまえ

ノ前遺跡【定員】100人
根城おもしろ講座
体験学習講座 6/14（日）10:00～12:00 【内容】桜染め体験（広場のしだれ桜で染めよう）【講師】根城の広場職

員【対象】小学生以上【定員】20組
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（デコ）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
（太夫、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

梅雨に負けず
楽しもう!
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南郷歴史民俗資料館 休8、15、22、29　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

島守四十八社巡り 6/5（金）9：00～16:00

【内容】南郷の島守地域に伝わる四十八社（神社など）の中から虚空蔵
菩薩堂、龍興山神社などを巡ります。※当日はバス移動【定員】24人
【持ち物】昼食【申込方法】5/26（火）から電話で受付を開始し、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8、15、22、29　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　※入館料なし

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 6/21（日）まで

【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。

「掘りdayはちのへ」展
ギャラリートーク 6/6（土）①11:00～②14:00～ 【内容】実際に発掘調査を行った担当者が企画展

の見どころを解説します。※申込不要

縄文土器作り教室 6/13（土）9：30～13:00

【内容】約5,000年前の土器を題材に、粘土のひもを積み上げて縄文
土器作りを体験します。作品は野焼き後、８月以降の引き渡しにな
ります。※当日は汚れてもよい服装でお越しください。【対象】小学
４年生以上【定員】20人【持ち物】古タオル【参加費】600円

考古学講座 6/20（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。【演題】
世界一の縄文漆文化�～もの作り日本のルーツ～【講師】岡

おかむらみちお

村道雄氏（奈
良文化財研究所名誉研究員）【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4～9回分）

①6/6（土）10:00～12：00
②6/6（土）14:00～16:00
③6/13（土）9:30～13:00
④6/13（土）14:00～16:00
⑤6/26（金）8:40～17:00
⑥6/27（土）9:30～15:00

【内容】①是川縄文館常設展示解説1②是川縄文館
常設展示解説2③縄文土器作り教室④縄文学習館
展示解説⑤博物館研修⑥縄文土器野焼き実習
※⑤の博物館研修は別途費用が必要。希望者の
みの参加【講師】①②④⑤是川縄文館学芸員（⑤は
引率）、③⑥縄文是川ボランティア・是川縄文館学
芸員【定員】各30人【持ち物】筆記用具

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、縄文土器・土偶作り、土製耳飾り作り、土器の文様拓本、
編
あんぎん

布編み、琥珀勾
まがたま

玉・滑
かっせき

石勾玉作り【参加費】200円～1,000円（入館料別途）

八戸市美術館 休8、15、22、29　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
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。

アートイズ創作講座 6/20（土）10：00～11:00 【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ

氏

写真のまち八戸アートイベ
ント「八戸フォトシリーズ」
鉄道写真募集

【募集内容】「鉄道と私（仮）」をテーマとし、列車に限らず、駅舎や線路、車窓からの風景や車内外で撮影
した家族の思い出の写真など、一部に鉄道が映り込んでいる写真を募集します。【サイズ】A4サイズに
プリントし、タイトルの代わりにコメントを記入（1人3点まで）【応募方法】7/10（金）までに応募用紙
を郵送または直接美術館へ【展示期間】7/18（土）～8/16（日）
※詳しくは美術館ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

市民ギャラリー

6/5（金）～7（日）　　　みどりの会
6/5（金）～7（日）　　　NHK八戸文化センター写真講座「Step�by�step」
6/12（金）～14（日）　第41回生活文化展
6/19（金）～21（日）　創彩会絵画展
6/19（金）～21（日）　日本書学館八戸地区書友会
6/26（金）～28（日）　第26回大日本書芸院八戸地区連合書道会

八戸市美術館ボランティア
「ハビボ会」主催
①「水彩画入門」生徒募集
②「油絵入門」生徒募集

【開催日】①6月～9月の第1・3（水）②6月～9月の第2・4（木）【時間】各18:30～20:00
【講師】安

あんどう

藤清
せいいち

一氏【定員】各25人【持ち物】水彩用具【参加費】各4,000円（資料・材料代）
【説明会】①6/3（水）18:30②6/4（木）18:30【申込期限】①6/2（火）②6/3（水）
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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
環境展示
里山、森と暮らす 6/1（月）～29（月） 【内容】里山や森を活かし共存することをテーマに資料を取り揃え、

展示・貸し出しします。

雨 6/1（月）～29（月） 【内容】雨にまつわる本、絵本を展示・貸し出しします。

お父さんありがとう 6/1（月）～29（月） 【内容】父の日にちなみ、お父さんが登場する絵本な
どを展示・貸し出しします。

七夕短冊コーナー 6月下旬～7/30（木） 【内容】館内の短冊コーナーで、願い事を書いた短冊
を笹に飾ることができます。

「１日体験! 図書館司書」
小中学生募集 6/21（日）9：45～12：00 【内容】図書館の仕事を体験したい小・中学生を募集します。本の貸し出し、

図書館スタッフへの質問コーナーなど盛りだくさんです。【定員】20人

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

Asia －アジア－ 5/30（土）～6/29（月） 【内容】夏の季節に向けて、トロピカルな東南アジアやエキゾチック
な南アジア、東アジアの映画や映像のDVDを展示・貸し出しします。

環境絵本 5/30（土）～6/29（月） 【内容】環境月間にちなみ、自然の素晴らしさを知り、身の回りの環
境を考えることのできる絵本や児童書を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「VOCALIST」 5/30（土）～6/29（月） 【内容】日本国内から海外アーティストまで、歌唱力に

定評のあるヴォーカリストを特集します。

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

楽しく♪エコライフ 5/30（土）～6/29（月） 【内容】環境月間にちなみ、楽しくエコ生活に取り組むための知恵や
コツに関する本を展示・貸し出しします。

映画化された本たち 6/13（土）～7/17（金） 【内容】映画化やドラマ化された原作本を展示・貸し出しします。
ブッククーポンで
なに買おう？ 6/13（土）～7/17（金） 【内容】読みたい本のヒントを探すときの参考に、図書館員

おすすめの児童書を展示・貸し出しします。

お部屋スッキリ! 6/13（土）～7/17（金） 【内容】収納業やお掃除術、整理整頓について参考となる
本を展示・貸し出しします。

八戸市史講座を
開催します

①6/28（日）13:30～15:30　【演題】糠部の成立とその特徴【講師】柳
やなぎはらとしあき

原敏昭氏（東北大学大学院教授）
②7/25（土）13:30～15:30　【演題】南北朝動乱と根城南部氏【講師】菅

か ん の ふ み お

野文夫氏（岩手大学教授）
③8/22（土）10:00～12:00　【演題】棟札・鰐口からみる戦国の八戸【講師】熊

くまがいりゅうじ

谷隆次氏（八戸工第二高教諭）
④9/12（土）10:00～12:00　【演題】縄文時代の八戸【講師】村

むらきあつし

木淳氏（是川縄文館参事）
⑤10/4（日）10:00～12:00　【演題】八戸地方の古代社会【講師】宇

う べ の り や す

部則保氏（是川縄文館参事）
⑥11/15（日）13:30～15:30�【演題】鎌倉時代糠部の世界【講師】七

な な み ま さ と

海雅人氏（東北学院大学教授）
⑦12/13（日）10:00～12:00�【演題】八戸考古学研究のあゆみ【講師】工

くどうたけひさ

藤竹久氏（前八戸市博物館長）
【定員】50人程度※申込不要　問図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

八戸リサイクルプラザ 休1、8､15、22、29　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

新聞紙かご作り教室 6/13（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】5/22（金）～6/12（金）

エコ布ぞうり作り教室 6/14（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】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】5/22（金）～6/13（土）

牛乳パック椅子作り教室 6/27（土）10：00～12：00
【内容】牛乳パックで椅子を作ります。【定員】4人【持ち物】切り開い
ていない1ℓ牛乳紙パック9個、30cm×30cmの布1枚【申込期間】
5/22（金）～6/26（金）

エコ玉ネギ染め教室 6/28（日）10:00～12：00
【内容】染料に玉ネギの皮を使って布を染めます。【定員】4人【持ち物】
玉ネギの皮5個分、白布1枚（天然繊維素材でTシャツや手ぬぐいなど）
【申込期間】5/22（金）～6/27（土）
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視聴覚センター 児童科学館 休1、8、15、22、29　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　
� 有料 

6/6（土）～8/30（日）
【内容】まじめにふまじめ�かいけつゾロリ
～宇宙たんけん大さくせん～
※6/2（火）～5（金）はプラネタリウム番組
　入れ替えのため投影を休みます。

6/13（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】きょうはなんてうんがいいんだろう�
17:30～ 【内容】爆心　長崎の空

夜のプラネタリウム
17:00～（英語版） 【内容】夏の星空

18:00～（日本語版） 【内容】まじめにふまじめ�かいけつゾロリ
～宇宙たんけん大さくせん～

市民星空観望会 18:00～19:45 【内容】初夏の星空（金星・木星・春の星座　ほか）
6/27（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】世界名作アニメ　ダンボ
17:30～ 【内容】夏休みの地図

夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） 【内容】まじめにふまじめ�かいけつゾロリ～宇宙たんけん大さくせん～
18:00～ 【内容】星空散歩「初夏の星空」（生解説）

市民星空観望会 18:30～19:45 【内容】初夏の星空（土星・金星・月　ほか）

科学館KIDS工房 毎週（土）（日）（祝）
10:00～16:00

【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

おたのしみ劇場

【時間】10:00～11:00
【実施日・内容】
▷6/7（日）走れメロス、名作童話大全集①
▷6/14（日）素敵で小さなお話③、ねこざかな
▷6/21（日）日本のおとぎ話「こぶとりじいさん」ほか、二度と通らない旅人
▷6/28（日）世界のおとぎ話「幸福の王子」ほか、最後のひと葉

映像利用学習会 6/20（土）13:00～15:00
【内容】郷土の偉人「新

に と べ

渡戸稲
いなぞう

造」を紹介します。【講師】新
に と べ

渡戸常
つねのり

憲氏
（新渡戸記念館館長）※申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会 6/24（水）13:30～16:00

【場所】市立図書館（2階集会室）【演題】世界遺産とは【内容】現地映像
とともに講演会を行います。【講師】大

お お く ぼ

久保和
かずとも

兼氏※申込不要

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

総合教育センター 休第2・4（土）�毎週（日）（祝）　開8:15～17:00　Ｔ46‒0521　Ｆ46‒1155
住諏訪一丁目2‒41　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp　ホhachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所・内容・定員・対象など

市民パソコン教室①

【日時】6/18（木）、19（金）13：30～16:30【受付時間】13:15～13:30【内容】イ
ンターネットで情報検索、Wordで案内状作成などを行います。【定員】20人
（18歳以上の社会人）【申込方法】6/4（木）まで（必着）に、住所、氏名、性別、電
話・FAX番号、Eメールアドレスを記入し、「市民パソコン教室①受講希望」と
明記し、Eメール、FAXまたは往復はがきでお申し込みください。※応募多数
の場合は抽選となります。

市民英会話教室①

【日時】6/18（木）、19（金）18:00～20:00【講師】外国語指導助手（ALT）【定員】
25人【申込方法】6/11（木）まで（必着）に、氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、電
話・FAX番号、Eメールアドレス、初・中・上級のいずれかの希望クラス、学びた
い内容や要望などを記入し、Eメール、FAXまたははがきでお申し込みください。

市民教育公開講座①

【日時】6/18（木）18:00～20:00【受付時間】17:30～17:55【演題】子育て講
演会～子育てハッピーアドバイス～【講師】明

あけはしだいじ

橋大二氏（真生会富山病院心療�
内科医師）【定員】120人【申込方法】6/12（金）まで（必着）に、住所、氏名、電話・
FAX番号を記入し、「教育公開講座受講希望」と明記し、FAX、Eメールまた
は往復はがきでお申し込みください。※定員になり次第締め切ります。
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こどもはっち 休９　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

春夏物のおさがり
掘り出し市

6/7（日）10:30～13:00
1階　はっちひろば

【内容】無料提供のおさがりを随時募集しています。
※詳しくはお問い合わせください。

親子でお茶会
6/21（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

南郷こども文化祭り
「ざん・ぱら・りん劇場」

6/21（日）11:00～
（上映時間80分）
南郷文化ホール

【内容】アフタフ・バーバンによる「3枚のおふだ」などの楽しいおは
なし劇場です。県民共済のミニ新幹線乗車会やお話づくりワーク
ショップも同時開催します。

八戸ポータルミュージアム はっち 休9　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

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

5/27（水）、6/3（水）、17（水）
19:00～
1階　はっちひろば

【内容】毎月はっちひろばを舞
台に、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。

東日本大震災復興関連イベント
浅
あ さ だ ま さ し

田政志「アルバムの
チカラ」写真展

6/1（月）～17（水）
2階　ギャラリー2

【内容】東日本大震災の津波で（流され）泥だら
けになってしまった写真（やアルバム）の洗浄
にボランティアとして関わった写真家浅田政
志氏が撮影した現場の写真展を開催します。

「アルバムのチカラ」
トークイベント

6/13（土）19:00～
5階　共同スタジオ

【内容】「アルバムのチカラ」写真展の関連イベ
ントとして、「アルバムのチカラ」の共著者で�
ある編集者の藤

ふじもと

本智
さ と し

士氏と浅田政志氏による�
トークを開催します。

スガダイロートリオ×
類
る い け

家心
しんぺい

平コンサート

6/6（土）
開場18:00、開演18:30
2階　シアタ－2

【内容】全国的に活躍するジャズピアニスト、
スガダイロー率いるトリオに、八戸出身のト
ランペッター類家心平さんがゲスト参加する
コンサートを開催します。【入場料】前売2,500
円（当日3,000円）

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

6/20（土）、6/21（日）
11:00～15:00
3階　和のスタジオ　ほか

【内容】今月は2日間の開催です。20日はいけ
ばな体験（小原流八戸支部）、21日はお茶席（江
戸千家不白会八戸支部）といけばな体験（草月
会青森県支部）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

新
にいがき

垣隆
たかし

×吉
よ し だ

田隆
りゅういち

一
デュオライブ

6/20（土）
①開場16:00、開演16:30
②開場18:30、開演19:00
2階　シアター2

【内容】全国的知名度を誇る作曲家でピアニストの新垣隆さんと、サッ
クス奏者の吉田隆一さんによるデュオライブを開催します。
【入場料】前売2,500円、当日3,000円

はっちのクリスマス企画
参加者募集

【内容】はっちのクリスマス企画の一環として、はっちのギャラリーでの作品展
示やワークショップなどを実施できる人を募集します。【対象】①はっちのギャ
ラリーで、作品展示やワークショップなどを企画・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、代表者が市内在住であること）③事
業を完遂できる人④ステンドグラスやLEDランプなど、光や映像をテーマとし
た作品展示ができる人【実施日】11/28（土）～12/7（月）、12/14（月）～25（金）
【実施場所】2階　ギャラリー2【使用条件】会場使用料は無料ですが、準備から撤
収まで実施者の責任で行っていただきます。【応募方法】6/1（月）～30（火）に、
館内備え付けの応募用紙に所定の事項を記入し提出してください。【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ご連絡します。

一緒に八戸の縄文を楽しも
う!八戸ロマン時空探検隊
メンバー募集中

【内容】アーティストのYORIKOさんによる縄文をテーマとしたプロジェクト「八戸ロマン時空探検隊」。
市民の皆さんと一緒に、土偶作りや縄文風住居作りなどで八戸の縄文を楽しみます。ご参加お待ちし
ています。【実施期間（予定）】6月中旬～7月末〈主に（土）（日）（祝）〉【参加費】活動実費負担あり。
※詳しくはお問い合わせください。
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水産科学館マリエント 休15（臨時休館）　開9:00~18:00　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
）

魚たちの
結婚式展 5/30（土）～6/28（日）

【内容】6月といえばジューンブライド。オス・メスのペアで一緒にい
る魚や、体にハートの模様が入った魚、新郎新婦を思わせるような
容姿の魚などが集まり、マリエントでも魚たちが恋の季節を迎えます。

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。
「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。

「
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

「七夕ツリー」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

野生生物＝命の鼓動
生態写真展示 6/5（金）～7/20（月・祝）

【内容】青森自然誌研究会会員の安
あんどういちじ

藤一次氏が、30年以上にわたり、
国立公園の種差海岸からラムサール条約湿地の仏沼地域で、野生生
物の生態を「命の鼓動」をテーマに撮影した写真展です。「野生の一
瞬」＝獲物を捕獲する瞬間、一瞬の出会い。「希少野生生物」＝野鳥・
昆虫・野草などを展示します。

アオウミガメの健康
診断

【内容】アオウミガメたちの身体測定をしたり、甲羅をきれいにしたり
しよう!どなたでも参加できます。
※�日程はマリエントのホームページでご確認いただくかお問い合わ
せください。

青葉湖展望交流施設山の楽校 休1、8､15、22、29　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
うどんの楽校 6/6（土）9：00～12:00 【参加費】1,500円
そば打ち体験楽校 6/7（日）9：00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円
布編みスリッパの楽校 6/14（日）9：00～15:00 【参加費】3,000円
エコクラフトの楽校 6/21（日）9：00～12:00 【参加費】2,000円～2,500円
米・米粉の楽校 6/28（日）9：00～12:00 【参加費】2,000円

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

わっせわっせ！ツツジを
楽しむ階上岳トレッキング 6/13（土）8：30～15:30

【内容】地元ガイドさんの案内による階上岳トレッキングです。種差
海岸インフォメーションセンター→階上岳登山口→トレッキング→
登頂後バスで下山→昼食→種差海岸インフォメーションセンター
【定員】30人【参加費】1,500円（昼食代含む）

種差マルシェ 6/21（日）10：00～14：00

【内容】昨年大好評の種差マルシェを今年も開催します！種差海岸近
郊のお店や民宿で、地元の旬の食材を使った限定メニューがいただ
けます。スタンプを集めると、先着順で記念品がもらえます。種差
満喫の一日を楽しみましょう！※申込不要

第1回草刈り清掃活動
イベント

地域の皆さんと一緒に草刈りイベントを実施します。（10月頃実施予定）
皆で一緒に種差の保全に取り組んでいきましょう。※当日参加も可能です。奮ってご参加ください。

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
アクセサリーをつくろう 6/30（火）まで 【内容】貝殻や松ぼっくりなどで飾り付けをして、自分だけのオリジ

ナルアクセサリーを作ろう。【参加費】100円

もぐらんカメ吉
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三八五・こども館（八戸公園内） 休1、8、15、22、29　開９:00~17:00　
Ｔ96‒3480　Ｆ96‒4631　住十日市字天摩33‒2

行事名 日時 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）

かおマグネットを作ろう 6/14（日）9:45～12:00 【内容】八戸公園の木を使った父の日の工作です。【対象】小学生以下
【定員】30人※申込不要・当日受付

まつぼっくりの七夕飾り 6/28（日）9:45～12:00 【内容】木の実を使って、�おり姫・ひこ星を作って飾りましょう。
【対象】小学生以下【定員】30人※申込不要・当日受付

八戸公園 休1、8、15、22、29　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

春のバラ展
6/13（土）10：00～17:00
6/14（日）9：00～16:00
緑の相談所

【主催】八戸ばら会

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。

6/14（日）10：00～16:00
緑の相談所 【内容】植物の病害虫防除【講師】佐

さ と う と も え

藤友衛氏（コンサルタント協会）

6/21（日）10：00～16:00
緑の相談所 【内容】庭木の手入れ【講師】秋

あきやまよしてる

山芳輝氏（八戸造園建設業協会）

園芸教室

6/14（日）13：00～16:00
緑の相談所

【内容】父の日に贈るフラワーアレンジメント【講師】千
ち ば と も こ

葉智子氏（フ
ラワーサークルCOCO主宰）【定員】20人【持ち物】花ばさみ、お持ち
帰り用の袋【参加費】800円（教材費）【申込期限】6/12（金）

6/19（金）13：00～16:00
こどもの国わくわくドーム

【内容】草花の植え付けと管理
【講師】橋

はしもとただし

本正氏（八戸造園建設業協会）
6/21（日）13：00～16:00
緑の相談所

【内容】キクの作り方～奥州菊の繁殖から開花まで～
【講師】工

くどうりょうえつ

藤亮悦氏（八戸菊花会）【定員】40人
6/28（日）13：00～16:00
緑の相談所

【内容】樹木の手入れ～庭木の剪定～【講師】柿
かきもとけんいち

本権一氏（八戸造園建
設業協会）【定員】40人

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　ＴＦ83‒2146
住南郷大字島守字外田山19

行事名 日時 内容・定員・対象など

国蝶オオムラサキの
森づくり 6/7（日）10：00～13：00

【内容】造園業者の指導により、植樹を体験し、国蝶オオムラサキの
生息する森づくりをします。【定員】50人【参加費】500円（昼食・保
険代）【申込期限】6/4（木）

市民の森不習岳で
ツリーイング体験 6/14（日）10：00～13：00 【内容】ロープを使用して木に登り、森林に親しみます。【対象】小学生

以上【定員】20人【参加費】500円（昼食・保険代）【申込期限】6/11（木）

八戸国際交流協会の講座・教室 受講者募集
第1回初級英語講座

日　時 6/18（木）～7/21（火）の毎週（火）
（木）の計10回19：00～20：30

場　所 はちふくプラザねじょう
講　師 チャールズ・チュ−国際交流員
定　員 20人
受講料 一般7,000円、協会員5,000円
　　　 （別途テキスト代1,814円）
申込期間 5/21（木）～6/16（火）

ジャパン・デー・イン・八戸
日　時 6/14（日）14：00～16：00
場　所 はっち4階　食のスタジオ
内　容 外国人を対象とした日本文化紹

介（和菓子作り）
定　員 20人※英語の通訳あり
参加費 500円
持ち物 エプロン、三角巾
申込期間 5/21（木）～6/10（水）

外国人のための防災教室
日　時 6/28（日）14：00～16：00
場　所 市庁別館2階会議室Ｃおよび別

館裏付近（屋外）
内　容 外国人を対象とした防災教室

（日本人も参加可。ただし、外国
人優先）

定　員 20人※英語・中国語の通訳あり
申込期間 5/21（木）～6/24（水）

モト八戸国際交流協会事務局（市民連携推進課内）　Ｔ43-9257　Ｆ47-1485　Ｅ renkei@city.hachinohe.aomori.jp

国蝶オオムラサキの
森づくりの様子

ツリーイング体験の
様子


