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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。

7月の7

　　　　　　　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13、21、27　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
戦後70年特別展
「かつて戦争の時代に」
―記憶を継承するために―

7/11（土）～8/30（日）
※詳しくは28ページをご覧ください。

博物館クラブ

草木染め～昔の人はどん
な色を着ていたの？～ 7/12（日）10:00～13:00

【講師】天
あまない

内みどり氏（染色家）【対象】親子、一
般【定員】15組【参加費】600円（材料費）※材
料としてハンカチ2枚を用意しますが、希望
者はＴシャツ1枚程度なら持参可能です。

からくり貯金箱づくり
～“動く”ってどんなこと？～ 7/19（日）9:00～11:00

【講師】高
たかはし

橋みのる氏（木工作家）、金
かなざわ

沢昌
ま さ き

樹氏
（木工作家）【対象】小学生以上の親子【定員】
15組【参加費】1,000円（材料費）

市指定文化財山車人形
修復お披露目展 7/25（土）～８/16（日） 【内容】市指定文化財の修復した山車人形を展示します。

特別展講演会
「青森県の空襲」 7/26（日）14:00～16:00 【講師】荒

あらいえつろう

井悦郎氏（青森県史近現代部会専門委員）【定員】50人

根城史跡ボランティア募集 【内容】史跡根城の広場などでガイドするボランティアを募集しています。興味がある人は史跡根城の広場入り口近くのガイドハウスに常駐しているボランティア、または博物館職員へお声掛けください。

史跡根城の広場 休13、21、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 7/5（日）10:00～12:00 【演題】発掘された盛岡南部家の墓所【講師】似
にたない

内啓
よしくに

邦氏（盛岡市都市
整備部公園みどり課）【定員】100人

体験学習講座
「オリジナルの箸置きを作ろう」7/19（日）10:00～12:00

【講師】濱
はまみち

道幸
ゆ き こ

子氏【対象】小学生以上【定員】20組【参加費】1,000円
（材料費）

体験学習講座
「ミニ合掌土偶を作ろう」 7/26（日）10:00～12:00 【講師】淵

ふちさわひでたか

沢秀岳氏（民芸品制作者）【対象】小学生以上【定員】20組
【参加費】600円（材料費）

市指定文化財の修復した山車人形を展示します。
からくり貯金箱づくり

おもいっきり遊ぼう!夏　到来!★



21　広報はちのへ平成27年7月号

休＝休館日　開＝開館時間　住＝住所　Ｔ = 電話（市外局番 0178）　Ｆ =FAX　ホ =ホームページ（http://www. は省略）　Ｅ =E メールアドレス　

南郷歴史民俗資料館 休13、21、27　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

南郷文化財巡り 7/3（金）9:00～16:00
9:00までに市庁玄関前へ集合

【内容】南郷の文化財の中から、月山神社や旧島守
発電所保存公園、福

ふくいちま ん こ く ぞ う ぼ さ つ

一満虚空蔵菩薩などを巡る予
定です。※当日はバス移動【定員】24人【持ち物】
昼食【申込開始日】6/24（水）から電話で受け付け

企画展
「日活・青春映画スター展」

7/11（土）～9/6（日）
※詳しくは、29ページの特集記事をご覧ください。

併催行事
日活・青春映画上映会

7/18（土）、19（日）
①10:00～12:00
②13:30～15:30
島守市民サービスセンター

【内容】企画展「日活・青春映画スター展」の開催に合わせて、日本映
画黄金時代の日活映画を上映します。懐かしのスターたちの活躍を
スクリーンで見ることができる絶好の機会です。【上映作品（予定）】
「嵐を呼ぶ男」「青い山脈」「銀座の恋の物語」「伊豆の踊子」

福一満虚空蔵菩薩

八戸市美術館 休13～17、21、27　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」 7/12（日）まで 【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。

写真のまち八戸  特別展
広
ひろたなおたか

田尚敬写真展
「鉄道ものがたり」

7/18（土）～8/16（日）

【内容】鉄道写真の第一人者・広田尚敬さんが、世界中で撮影した膨大
な作品群から国内の作品を約180点紹介します。【料金】特別料金です。
（　）内は20人以上の料金。一般500（250）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　※詳しくは、30ページをご覧ください。

市民ギャラリー
7/3（金）～5（日）　 　第29回八戸市学生書道展
7/10（金）～12（日）　第37回イーゼル会絵画展
7/10（金）～12（日）　遠

と う せ

瀬博
ひろし

絵画展

水産科学館マリエント 休なし　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

夜のマリエント夏 7/18（土）～8/16（日）
18:00～20:00

【内容】水槽照明による幻想的な世界を、ぜひご覧ください!
ランタンを手に、さあ、マリエントの夜を探検しよう!
イカ釣り体験、金魚すくいもあります。

活スルメイカ展 7月下旬～10月下旬（予定） 【内容】八戸を代表するスルメイカの生きた姿をご覧いただけます。
「
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

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。撮影した写真はマリエントホームページ
から自由にダウンロードできます。

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。

「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。

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 7/20（月・祝）まで

【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、野生生物の生態を「命
の鼓動」をテーマに、国立公園の種差海岸からラムサール条約湿地の
仏沼地域で撮影した写真を展示します。

“アオウミガメ カメ吉”
絵画作品展
～久

く ぼ た

保田政
ま さ こ

子と描い
たみんなのカメ吉～

7/25（土）～9/15（火）
【内容】4月に開催した「“もぐらんカメ吉”ありが
とう企画」の参加者全員の全ての作品を展示し
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や甲羅をきれいにしたりします。日程はホームページなどでお知らせします。
体験販売コーナー 【内容】さまざまな体験コーナーを開催します。詳しくはマリエントホームページをご覧ください。

ガラ・ルファ水槽ガラ・ルファ水槽ガラ・ルファ水槽

ハイ!チーズ !

く
す
ぐ
っ

た
い
♪

国立公園の種差海岸からラムサール条約湿地の

アオウミガメたちの身体測定や甲羅をきれいにしたりします。日程はホームページなどでお知らせします。
もぐらんカメ吉
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八戸市立南郷図書館 休21、31　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

Listen to JAZZ 7/1（水）～30（木） 【内容】「南郷サマージャズフェスティバル」に合わせ、定
番や人気のCD、本を展示・貸し出しします。

七夕特集 7/1（水）～30（木） 【内容】七夕にまつわる絵本を展示・貸し出しします。
夏休みの味方本 7/1（水）～8/27（木） 【内容】工作や自由研究に役立つ本を展示・貸し出しします。

調べる学習初心者講座 7/19（日）13:00～15:00 【内容】調べる学習コンクールに向けて、初心者でも「調べ方」が分か
る講座などを行います。【対象】小・中学生【定員】15人

夏のおはなし会 7/20（月・祝）14:00～15:00 【内容】夏の雰囲気を楽しめる絵本の読み聞かせと体を使った室内遊
びを行います。【対象】小学生低学年以下※申込不要

八戸市立図書情報
センター

休21、31　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

ドライブ・ミュージック 7/1（水）～30（木） 【内容】ドライブやアウトドアシーンなどで
聴きたくなる音楽を展示・貸し出しします。

夏絵本 7/1（水）～30（木） 【内容】冒険や虫捕りなどの夏らしい絵本、涼しげな雰囲気を味わえ
るものや音を通して夏を楽しめる絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「SWING★JAZZ」 7/1（水）～30（木） 【内容】「南郷サマージャズフェスティバル」に合わせ、当館所蔵のジャ

ズCDを展示・貸し出しします。

八戸市立図書館 休21、31　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

おばけ・ようかい・こわーい
はなし 7/1（水）～30（木）

【内容】かわいいおばけや、こわい妖怪、夏に
ぴったりな怪談話などの児童書を展示・貸し
出しします。

美味しいお酒とおつまみ 7/1（水）～30（木） 【内容】お酒に関する本や作りたくなるおつ
まみレシピの本などを展示・貸し出しします。

夏休みおすすめ本 7/18（土）～8/21（金） 【内容】自由研究や工作など宿題に役立つ本や、夏休みにぜひ読んで
ほしい本を展示・貸し出しします。

芥川賞・直木賞受賞作品展 7/18（土）～8/21（金） 【内容】2015年上半期の芥川賞・直木賞の発表に合わせ、過去の受賞
作品を展示・貸し出しします。

調べる学習チャレンジ講座
～図書館を使った調べる学
習コンクール～

7/4（土）9:30～12:00

【内容】本を使った調べ方やまとめ方について、初心者向けの講座を行
います。調べたいテーマを決めてご参加ください。※テーマが決まら
ない場合は図書館でテーマを準備します。【講師】図書館職員【対象】小
学校3～6年生とその保護者【定員】20人

夏休み調べ学習相談会
7/23（木）、8/2（日）、6（木）
9:00～16:00
※12:00～13:00除く

【内容】調べ学習について、児童コーナーで相談を受け付けます。お気
軽にお声掛けください。【対象】小・中学生※申込不要

平成27年度古文書解読講
習会

7/11（土）・26（日）、8/23（日）・
29（土）、9/5（土）
10:00～11:30

【内容】古文書を読むための基礎知識を学習します。【講師】斎
さいとう

藤潔
きよし

氏
【対象】古文書解読初心者【定員】25人【参加費】2,376円（辞典代）
※1回目の講習会時に注文を受け付けます。【持ち物】筆記用具
【申込方法】電話・FAXで図書館へＴＦ73-3234※直接ご来館した際
にも受付をします。

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

ALTと話そう①

7/27（月）、28（火）
①9:00～②10:00～③11:00～
④13:00～⑤14:00～⑥15:00～
（各45分）

【内容】簡単な英会話や英語を用いたゲームを行います。
※①～⑥の内容が異なり複数希望可【講師】外国語指導助
手（ALT）【対象】小・中学生【申込方法】7/21（火）まで（必着）
に、氏名（ふりがな）、性別、学校、学年、住所、Eメールアド
レス（または電話番号かFAX番号）、希望の月日と時間帯
を記入し、Eメール、FAXまたははがきで、八戸市教育委
員会教育指導課へ〶031-8686内丸一丁目1-1Ｅshido@
city.hachinohe.aomori.jpＴ43-9519Ｆ47-4997

工作や自由研究に役立つ本を展示・貸し出しします。

尻内町字館田1‒1八戸駅ビル（うみねこプラザ）1階
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視聴覚センター 児童科学館 休6、13、21　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

プラネタリウム　
  有料 

8/30（日）まで
【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～
※7/22（水）～8/23（日）の夏休み期間中は、
　1日4回一般投影します。

7/11（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～

【内容】大
おおふじのぶろう

藤信朗賞受賞短編アニメーション
全集3、ふしぎなくすり、二匹のサンマ、部屋
THE ROOM、やさしいライオン

17:30～ 【内容】ナショナルジオグラフィック
地中海に眠る古代の船

夜のプラネタリウム
17:00～（英語版） 【内容】夏の星

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】夏の星空（金星・土星・七夕の星～
夏の星座　ほか）

7/25（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ちびねこトムの大冒険

17:30～ 【内容】昭和30年代の日本・家族の生活
都会のくらし編

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「夏の星空」（生解説） 

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

水棲生物の
観察

7/5（日）9:00～12:00
8:45までに児童科学館へ集合

【内容】バスで蟹沢の水辺に行き、水棲生物の観察をします。【対象】
小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）【定員】26人【参加費】700
円（バス代、保険代）【持ち物】タオル、虫よけ、着替え【申込方法】電話
または直接児童科学館へ※荒天中止、小雨決行。中止の場合は当日
朝8:00までに連絡します。

特別プラネタリウム
「季節の星空散歩」 7/12（日）13:30～14:05 【内容】夏の星空（生解説）

科学館KIDS工房
毎週(土)(日)(祝)10:00～16:00
※ 夏休み期間中は、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

おたのしみ劇場 10:00～11:00

【実施日・内容】
▷7/5（日） ブンナよ木からおりてこい
▷7/12（日） エジソン物語ほか、フレンドリー・バニー・マイロ①
▷7/19（日） スプーンおばさん①
▷7/20（月・祝） スプーンおばさん②

夏休みおたのしみ劇場 7/22（水）～8/23（日）
10:00～16:00 夏休み期間中は、いろいろなアニメなどを上映します。

映像利用学習会 7/12（日）9:00～12:00
【内容】映像を使って、心肺蘇生、AEDの使い方など、普通救命講習
会を行います。※当日は動きやすい服装で【講師】八戸消防署員
【定員】40人【参加費】無料【持ち物】ハンカチ【申込期限】7/4（土）

市立図書館
映像利用鑑賞会

7/22（水）13:30～16:00
市立図書館2階集会室 【内容】DVD上映「おじいさんと草原の小学校」※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

八戸リサイクルプラザ 休6、13、21、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 7/12（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】6/23（火）
～7/11（土）

新聞紙バッグ作り教室 7/19（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）、30cm定規【申込期間】6/23（火）～7/18（土）

夏の星空（月・土星・夏の星座　ほか）

全集3、ふしぎなくすり、二匹のサンマ、部屋

まじめにふまじめ かいけつゾロリ

天体望遠鏡で星を観察したよ！

何が見えるかな？
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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
はっちのたなばた

はっちの七夕飾り 7/1（水）～31（金）
１階　はっちひろば

【内容】来館者の皆さんの願いを込めた短冊
飾りや七夕に関したイルミネーションによ
るミルキーウェイを演出します。

たなばた親子シネマ 7/6（月）～19（日）
3階　ギャラリー3

【内容】七夕にちなんだ子ども向けアニメー
ションや八戸にちなんだ映像などを上映。

市民企画ライブ 7/11（土）、12（日）
2階　シアター2

【内容】市民公募により選ばれたジャズライブ、
ロックライブ、ベリーダンスを実施します。

年に一度の七夕ブイヤ
ベース！

7/11（土）15:00～19:00
7/12（日）12:00～17:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】八戸を代表するシェフが大集合!力を
合わせておいしいブイヤベースを提供します。

七夕企画パフォーマンス
inはっち

7/18（土）～20（月・祝）
１階　はっちひろば　ほか

【内容】七夕に合わせた武術の演舞やフルー
トコンサートなどを実施します。

たなばた茶会 7/18（土）15:00～18:00
２階　シアター２

【内容】シアター２が茶席に。美味しいお菓子
と抹茶をお楽しみください。

加賀美流騎馬打毬
観戦ツアー

8/2（日）12:30～16:30
（騎馬打毬は14:00から開催）
【集合場所】はっち

【内容】はっちから徒歩で長者山新羅神社へ移動します。全国で3か
所しか残っていない貴重でエキサイティングな伝統武芸をお楽しみ
ください。【参加費】500円【定員】30人【申込方法】7/31（金）までに
電話でお申し込みください。

八戸ロマン時空探検隊
7/4（土）～8/9（日）
9:00～18:00
はっち、八戸中心街

【内容】コミュニケーション作家YORIKOによる縄文文化を軸にし
たアートプロジェクト。土偶やミニ竪穴式住居の制作、縄文人気分
での合宿などを実施。縄文時代の謎とロマンに迫ります。【参加費】
無料（交通費や食費、一部材料費は実費）【定員】30人【申込方法】所定
の申込用紙に記入し、FAX、Eメールまたは直接はっちへお申し込
みください。

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

7/8（水）、29（水）19:00～21:00
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。

遊書・杉
すぎもと

本敦
あ つ こ

子　色紙展
PART Ⅳ

7/16（木）～23（木）
10:00～16:00
2階　ギャラリー2

【内容】書家・杉本敦子氏によるデーリー東北新聞天位入選作品の書
写色紙展

はっちから観る三社大祭!
観覧者募集

【お通り】
8/1（土）14:30～17:00
【中日】
8/2（日）17:30～20:00

【内容】2階ベランダに設置する観覧席から、八戸三社大祭を観覧し
ませんか。【募集席数】2人1組、各日30組※保護者の膝上で観覧で
きるお子さん、ベビーカーを利用するお子さんは保護者1人につき
1人まで同伴可）【申込方法】7/6（月）まで（必着）に①観覧希望日②2
人分の氏名③代表者の住所、連絡先（電話番号）④お子さん同伴の有
無（同伴される場合はお子さんの氏名・年齢、ベビーカー利用の有無）
⑤車いす利用の有無（車いすを利用される場合は、介助者とペアで
の申し込みとする）を明記し、往復はがきで「はっち三社大祭ベラン
ダ観覧席係」へ〶031-0032三日町11-1※応募多数の場合は抽選。
結果は7/14（火）までに全員へ郵送予定

「はっちの一箱古本市」
参加者募集

10/24（土）10:30～16:00
１階　はっちひろば　ほか

【内容】本好きの人々がそれぞれに持ち寄った段ボール一箱分の本を
販売する、フリーマーケット形式の古本市です。【定員】20組程度（書
類選考）【対象】当日会場で店番のできる人（18歳以下の人は保護者同
伴）【申込方法】7/31（金）まで（必着）に、応募用紙（はっち館内に設置。
はっちホームページからダウンロード可）を郵送または直接はっちへ

まちぐみ新規活動メンバー
募集

八戸市中心街を楽しくするボランティア集団まちぐみは、まちなか活動拠点を一緒にリフォームして
くれる市民を募集しています。経験者や日曜大工が好きな人はもちろん、初心者も大歓迎。リフォー
ム以外にもさまざまなプロジェクトを行っていきます。【活動日時】平日週末問わず都合の良いときに
参加可能です。お問い合わせください。【募集期間】随時　ホmachigumi.main.jp

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　　　　　

「まるごとこどもはっち」
はっち全館夏まつり

7/20（月・祝）10:00～15:00
はっち全館

【内容】はっち全館を使って、夏祭りを
開催します。おみこしかつぎや、子ど
も商店街、アメリカンジムなど、親子で
1日楽しめる内容です。もの作りなど
全ての体験コーナーは無料です。子ど
も映画祭も同時開催します。

2424

内容・定員・対象など　　　　　

願い事が叶うといいな !はっちのたなばた

はっちの七夕飾り
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縄文体験・展示ガイドの予約受付中 !   モト八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館Ｔ 38-9511Ｆ 96-5392

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。

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休13、21、27　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

特別展
「漆と縄文人」 7/25（土）～9/6（日）

【内容】全国各地で発掘された縄文時代の漆塗りの至宝を展示し、縄文
時代にはじまり、育まれた当時の漆文化とその技術を紹介します。
※会期中、一部展示品に入替えがあります。【料金】特別展会期中は一
般の観覧料が300円になります。

合掌土偶作り教室 7/4（土）9:30～13:00

【内容】「合掌土偶」を作ります。8月23日（日）以降に
焼き上がった土偶をお渡しします。※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】200円

ボランティア養成講座⑩
（全10回中の最終） 7/4（土）9:30～13:00

【内容】「合掌土偶」を作ります。※当日は汚れても
よい服装でお越しください。【講師】縄文是川ボラ
ンティア・是川縄文館学芸員【定員】30人【持ち物】
筆記用具

考古学講座③ 7/11（土）14:00～16:00

【内容】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。
【講師】上

かみじょうのぶひこ

條信彦氏（弘前大学人文学部准教授）
【定員】100人【持ち物】筆記用具【申込期限】7/10（金）

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）夏休み縄文体験コーナー 7/25（土）～8/16（日）の毎週

（土）（日）9:30～16:00

これかわ考古学クラブ
（全6回中の2回分）

①7/25（土）10:00～12:00
②7/26（日）10:00～12:00

【内容】①考古学ではどんな研究をして何がわかるのか②是川遺跡の
研究からわかった縄文人のくらし（1）※野外見学も行いますので動
きやすい服装でお越しください。【講師】①②是川縄文館学芸員【対象】
中学生、高校生【定員】各30人【持ち物】筆記用具

模様づけが楽しいよ！

土偶作成中 !

第14回　一日考古学者体験

春季企画展「掘りdayはちのへ」のイベントとして5月2日（土）に開催した「一日考古
学者体験」では、縄文時代前期（約5,900～5,000年前）の一王寺（1）遺跡の貝塚の土
を洗い、その中から貝や骨・土器・石器などを分ける体験をしました。貝塚からみつか
る骨や貝を調べることで、縄文人が何を食べていたのかが分かります。
参加者の皆さんからは「こんなにいろんな貝や魚の骨が出てくるなんてビックリ！
どの骨か当てるの楽しい！」という感想や、「考古学者になるためにはどうすればい
いのですか？」という質問がありました。
参加者の皆さんが体験でみつけて調べた貝や骨は、春季企画展で展示・紹介しました。

イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、タ
イ
や
ウ
ニ
も

発
見
！
食
べ
た
い
る
ん
♪

未
来
の
考
古
学
者
が
大
活
躍

だ
る
ん
！

是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん

いのるん通信

骨の先生に

しつもん !!

これは土器？
動物の骨？ 貝塚からみつかった骨

なんだろう??

左 :シカ　右 :イノシシ
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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「開所一周年！種差
海岸インフォメーションセ
ンター1年の歩み」

7/1（水）～8/31（月）
四つの壁

【内容】インフォメーションセンターの1年
間のプログラムや企画展を報告・紹介。今
後のプログラムや行事をお知らせします。

箱メガネを使って種差の漁
師になろう（カゼ食うべ!） 7/19（日）9:30～12:30

【内容】漁船に乗り、箱メガネを使ったウニ
獲りを体験します。種差の漁師になりきっ
て、その場でウニを食べてみよう。【対象】
小学生以上（4年生以下は保護者同伴）
【定員】20人【参加費】大人1,000円、子ど
も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）
貝殻に好きな絵を描いて
みよう！

7/1（水）～
（受付は16:00まで） 【内容】貝殻絵付け体験【参加費】100円

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・場所 内容・定員・対象など

組み立て飛行機大会と流し
そうめんを楽しもう

7/26（日）10:00～13:00
市民の森不習岳総合案内施設

【内容】組み立て飛行機で飛距離を競う大会を開催。昼食は参加者全
員で流しそうめんを食べます。【定員】100人【参加費】500円（昼食代、
保険代）【申込期限】7/23（木）までに電話でお申し込みください。

青葉湖展望交流施設山の楽校 休6、13、21、27　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 7/4（土）9:00～12:00 【参加費】1,500円
そば打ち体験楽校 7/5（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円
布ぞうりの楽校 7/12（日）9:00～14:00 【参加費】2,800円
杏の甘酢漬けの楽校 7/19（日）9:00～12:00 【参加費】2,500円
梅漬けの楽校 7/26（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円

問観光課　　　Ｔ43-9252　ふ46-5600
　蕪島休憩所　Ｔ51-6464

休憩所には、どなたでもお休みいただける休憩スペース、24時間利用可能なトイレを備えています。
休憩所の前面はガラス張りで、菜の花で黄色に染まる蕪島や、飛び交うウミネコなど、季節ごとの蕪島の魅力を、くつろ
ぎながら楽しむことができます。また、休憩スペース内の展示スペースでは、蕪島の四季や歴史、ウミネコ、蕪島周辺の見所、
みちのく潮風トレイルをご紹介しています。
今秋からの工事により、休憩所は築山に覆われることになり、休憩スペース内の展望スペースのらせん階段上の天窓や、
自然観察スペースの小窓から、ウミネコの営巣の様子が間近に観察できるようになります。
種差海岸にお越しの際には、ぜひ蕪島休憩所をご利用ください。

【休憩スペース】
開館時間▷４月～11月:午前9時～午後5時
　　　　▷12月～３月:午前9時～午後4時
※年末年始（12月29日～1月3日）は休み
【トイレ】　24時間（通年）
※ 27年度は、蕪島前広場の工事のため、8月
31日で閉館します。

82‒2222

蕪島休憩所が蕪島前広場に
オープンしました

4月11日
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八戸公園 休6、13、21、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　

緑
の
相
談
所

アジサイ展 ①7/4（土）9:00～17:00
②7/5（日）9:00～16:00

【内容】八戸あじさいの会によるアジサイの
展示

園芸教室 7/12（日）13:00～16:00
【内容】山アジサイの魅力～育て方～
【講師】佐

さとうりょうすけ

藤良輔氏（園芸研究家）【定員】40人

緑の専門相談 7/19（日）10:00～16:00

【内容】直接家庭菜園についての相談ができます。
【講師】佐

さ と う と も え

藤友衛氏（コンサルタント協会）
※時間内（12:00～13:00除く）に電話または
直接ご相談ください。

八戸公園キャンプ場
オープン 7/18（土）～8/30（日）

【内容】中学生以下の団体で、先生または子ども会
などの責任者が同伴することで利用できます。また、
親子（子どもが中学生以下）で利用できます。
※一般のみの利用はできません。

八戸公園の利用時間を
1時間延長

7/25（土）～8/23（日）の
（土）（日）9:00～18:00

【内容】乗り物券の販売は17:00まで、遊戯施設の
利用は17:45までとなります。※悪天候の場合は
通常どおり9:00～17:00までで、乗り物券の販売
は16:00、遊戯施設の利用は16:45までです。

三八五・こども館（八戸公園内）休6、13、21、27　開９:00~16:30　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）

海のゆらゆらドーム 7/12（日）9:45～12:00
【内容】涼しいドーム作りです。海の生き物や
飾りを作って入れましょう。【対象】小学生以
下【定員】30人※申込不要・当日受付

夏の葉っぱアート 7/26（日）9:45～12:00
【内容】落ち葉を使ってステンドグラス風な飾
りを作りましょう。【対象】小学生以下【定員】
30人※申込不要・当日受付

園芸教室

琴城流大正琴たなばたコンサート
●日時7/2（木）13:00～●場所はっちシアター2●内容
八戸琴勝会、八戸琴華会、八戸友和会による多数の大正
琴演奏●入場料無料
問たなばたコンサート事務局（豊田）ＴＦ27-4095
視覚障害理解入門
●日時7/15（水）～17（金）、8/26（水）、9/2（水）・9（水）・
16（水）17:30～19:30●場所青森県立八戸盲学校●内容
点字の読み書き基礎、視覚障がいに関係する、歩行とガイ
ドの仕方・補助具・生活体験（福祉・食事）など●対象高校
生以上●定員12人程度●参加費600円程度（全7回分:点
字用紙、弁当代など）●申込方法7/3（金）までに電話でお
申し込みください。FAXの場合は、氏名、住所、電話番号、
高校生は学校名を記入してください。
モト青森県立八戸盲学校Ｔ43-3962Ｆ43-3942
特定非営利活動法人八ネット福祉オンブズマン講習会
●日時7/18（土）10:00～15:00●場所はちふくプラザ
ねじょう●内容福祉制度の仕組みや福祉施設利用者の声
を代弁した福祉サービス向上のための講演や活動報告。
講師:古

ふるかわよしろう

川善朗氏（ホープフルあすてーる施設長）、演題「活
動のポイント」●参加費1,000円（資料、昼食代込み）
モト八ネット福祉オンブズマン事務局（佐川）Ｔ090-
5358-3788Ｆ34-3686

潜在看護師就労支援講習会
●日時6/23（火）～25（木）9:30～15:30●場所メディ
カルコート八戸西病院●内容基礎看護技術の講習、実技、
施設見学など●定員5人●参加費無料
モト八戸西病院総務課（藤川）Ｔ28-4000

朝から元気に！夏休み親子しじょう見学会
●日時7/25（土）6:00～（3時間程度）●場所八戸市中央
卸売市場青果部●内容活気あふれる朝の青果市場を親子
で楽しく見学し「食べ物」の大切さについて理解を深めて
みませんか。ガイド:有

あ り ま か つ み

馬克美氏（あおもり食育サポーター、
野菜ソムリエ）●対象原則小学生とその保護者●定員30人
程度●参加費保護者500円、小学生無料（簡単な朝食付き）
モト7/1（水）～10（金）に電話で八戸市中央卸売市場管理
事務所へ※（土）・（日）を除くＴ28-8888Ｆ28-8890

八戸高専公開講座
【ジュニア柔道 クリニック イン 高専】
●日時7/27（月）～29（水）18:30～20:30●場所八戸高
専●内容エチケットやマナーを重んじる柔道を学ぶ●対
象小・中学生●定員20人●参加費無料●申込期間6/12
（金）～7/10（金）※（土）・（日）除く
【第二種電気工事士技能試験受験者のための事前講習会】
●日時7/18（土）～20（月・祝）①9:30～12:00②13:00
～15:30●場所八戸高専●対象第二種電気工事士技能試
験受験者●定員20人●参加費7,400円●申込期間6/30
（火）～7/3（金）※（土）・（日）除く
モト八戸高専総務課地域連携係へＴ27-7239Ｆ27-9379
（申込希望者には、日程の詳細や傷害保険、当日までに準
備する必要事項をお知らせします。）

（公社）八戸青年会議所「防災リーダー育成塾」
～防災についてもう一度考えよう～
●日時7/26（日）9:00～16:00●場所館鼻漁港●内容▷
陸上・海上自衛隊、八戸東消防署ほか、災害時に出動する
車両や機材の展示。初期消火体験・液状化現象体験、はし
ご車搭乗体験など▷帆船「みらいへ」船内一般公開●入場
料無料問八戸青年会議所事務局Ｔ22-5501Ｆ43-7364

直接家庭菜園についての相談ができます。

たくさん遊べるね !

巨大ネットもあるよ！


