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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。

8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10、17、24、31　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―

8/30（日）まで
【内容】戦後70年にちなみ、当時の印刷物や生活用品、出征兵士の記
録、空襲への備えや被害などを市内を中心とした資料をもとに紹介
します。【料金】特別展会期中は一般の入館料が300円になります。

学芸員による
ギャラリートーク 8/8（土）、15（土）13：30～ 【内容】開催中の特別展について、当館学芸員が

分かりやすく解説します。
特別展講演会

「八戸空襲と防空監視隊
勤務の体験について」

8/9（日）14：00～15:30 【講師】石
いしばし

橋カネ氏【定員】50人

特別展講演会
「八戸要塞と青い目の人形」8/23（日）10：00～12:00

【講師】古
ふるさとじゅん

里淳（博物館副館長）【場所】はちふくプラザねじょう【定員】
300人

博物館クラブ
ガラス工作に挑戦！～世界
は○△□にあふれてる～ 8/8（土）13：30～15:30 【講師】石

いしばしちゅうさぶろう

橋忠三郎氏（ガラス造形家）�【対象】親子、一般【定員】15組�
【参加費】1,500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。

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10、17、24、31　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

置時計を作ろう 8/8（土）10:00～12:00 【講師】酒
さかいはじめ

井始氏【対象】小・中学生以上
【定員】20組【参加費】1,200円（材料費）

木工細工～野鳥の巣箱を
作ろう～ 8/9（日）10:00～12:00 【講師】佐

さ さ き ひ ろ つ ぐ

々木裕貢氏【対象】小・中学生以上
【定員】20組【参加費】600円（材料費）

八幡馬の歴史と絵付け体験
～郷土玩具作りに挑戦～ 8/30（日）10:00～12:00 【講師】高

たかはしとしのり

橋利典氏【対象】小・中学生以上
【定員】20組【参加費】1,200円（材料費）

 夏の思い出を

たくさんつくろう!
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埋蔵文化財センター
是川縄文館

休10、17、24、31　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」 9/6（日）まで

【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。

特別展
「漆と縄文人」ギャラリー
トーク

①8/� 1（土）14:00～15:00
②8/� 8（土）14:00～15:00
③8/15（土）14:00～15:00
④8/22（土）14:00～15:00
⑤8/29（土）10:00～11:00

【内容】開催中の特別展「漆と縄文人」のみどころを解説します。【講師】
①～④是川縄文館学芸員⑤四

よつやなぎ

柳嘉
かしょう

章氏（石川県輪島漆芸美術館館長）

特別展
「漆と縄文人」考古学講座 8/29（土）14:00～16:00 【演題】縄文時代の漆文化【講師】四柳嘉章氏（石川県輪島漆芸美術館館

長）
第20回
これかわ縄文まつり 8/23（日）9:30～15:00 【内容】ステージイベント、縄文体験コーナー（弓矢体験・布編・火起こし・

土器作りなど）、縄文の里を歩こう会、お楽しみ抽選会ほか。

夏休み縄文体験コーナー 7/25～8/16の毎週（土）（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）

日曜日縄文体験コーナー 8/30～10/25の毎週（日）
9:30～16:00

これかわ考古学クラブ
（全6回）第3回～第6回

③8/1（土）④8/2（日）⑤8/8（土）
⑥8/9（日）
各回10:00～12:00

【内容】③「是川遺跡の研究からわかった縄文人のくらし�2」　④～⑥
「縄文人のものづくり技術　1～3」※④～⑥は体験学習を行います
ので汚れてもよい動きやすい服装でお越しください。【講師】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

土偶作成中 !

八戸市美術館 休10、17～21、24、31　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

特別展　広
ひ ろ た

田尚
なおたか

敬写真展
「鉄道ものがたり」 8/16（日）まで

【内容】鉄道写真の第一人者・広田尚敬氏が、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円（250）円、高・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65歳以上）、障がい者は半額。

広
ひ ろ た

田泉
いずみ

氏 鉄道写真講座
「初めての鉄道写真・鉄道動画」

8/9（日）13:00～14:30
2階　講義室

【講師】広田泉氏（鉄道写真家）【対象】小学生以上【定員】50人【持ち物】
デジタルカメラ【申込方法】電話でお申し込みください。

市民アートサポート
I

イ カ ノ フ

CANOF第13回企画展
「笹

さ さ お か け い こ

岡啓子 ― 種差
n

に の し ま

inoshima展」

8/22（土）～9/13（日）
【内容】三陸復興国立公園指定記念種差シリーズ第3弾です。林

はやし

忠
ただひこ

彦
賞をはじめ、数々の賞を受賞している写真家の笹岡啓子氏の大規模
な写真展示です。

出張アートイズ
「木っ端でオリジナルの電
車をつくろう☆」

8/8（土）10:00～11:00
2階　講義室

【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ

氏（八戸学院短期大学幼児保育科講師）【対象】4歳～9
歳のお子さんとその保護者（10組20人程度）【参加費】500円※同伴
者は入館券が必要

創作講座
「針金とモールでカラフル
な昆虫を作ろう♪」

8/8（土）13:30～15:30
2階　講義室

【講師】三
み う ら

浦きよ美
み

氏(ワイヤーアート針金屋)【対象】小学生とその保
護者【定員】24人【参加費】500円（材料費）【申込方法】電話でお申し
込みください。

南郷歴史民俗資料館 休10、17、24、31　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

企画展
「日活・青春映画スター展」 9/6（日）まで

【内容】昭和30～40年代に、日活が製作し
た映画で使用された映画俳優の衣装や小道
具、ポスター、看板絵など貴重な資料を公開
します。

南郷わき水巡り 8/7（金）9:00～16：00
9：00までに市庁玄関前に集合

【内容】南郷の湧き水を巡ります。※当日は
バス移動【定員】24人【持ち物】昼食
【申込開始日】7/24（金）から電話で受付

キューポラのある街（ポスター全国版）
協力…日活（株）
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八戸市立南郷図書館 休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

戦争展示 8/1（土）～30（日） 【内容】戦後70年にちなみ、戦争に関する本を集めて展示・貸し出し
します。

気持ちの切替とリセットの
本 8/1（土）～30（日） 【内容】気持ちをコントロールして物事の受け止め方を変えるために

役立つ本を展示・貸し出しします。
第12回スウィングベリー
でおはなし会

8/9（日）10：00～12:00
南郷文化ホール

【内容】舞台上でおはなし会を行います。スクリーンや照明、音響など
の舞台効果もお楽しみいただけます。【対象】幼児、児童※申込不要

第13回 NAN 号てんもん
教室 8/16（日）19：00～21:00 【内容】講師を招いて夏休みの期間に見られる星座の紹介と星の観察

を行います。【申込方法】8/15（土）までに、電話か直接南郷図書館へ

八戸市立図書情報
センター

休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

戦争 8/1（土）～30（日） 【内容】終戦70周年にちなみ、第二次世界大戦を中心とした戦争に関
する図書やDVDを展示・貸し出しします。

戦争絵本 8/1（土）～30（日） 【内容】終戦70周年にちなみ、戦争に関する絵本を展示・
貸し出しします。

CD展示コーナー
「サマーソング」 8/1（土）～30（日） 【内容】夏らしさを感じる曲や、夏に聴きたいスタッフ

おすすめの曲を特集し、展示・貸し出しします。

夏のおはなし会 8/8（土）18：15～18:45 【内容】夏をテーマにした絵本の紹介と読み聞かせを
行います。【対象】幼児～小学生（保護者同伴）※申込不要

八戸市立図書館 休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

ホラー＆サスペンス 8/1（土）～30（日） 【内容】暑い夏に、背筋も凍る怖い話や震え上がるようなサスペンス
など、読むだけで涼しくなれる本を展示・貸し出しします。

「図書館を使った調べる学
習コンクール」受賞作品展 8/6（木）～17（月） 【内容】「図書館を使った調べる学習コンクール」の昨年度

受賞作品（全国・市内）の複製を展示します。

シニアライフを応援！ 8/22（土）～9/23（水・祝） 【内容】9月21日の敬老の日にちなみ、シニア世代へ贈る
本を展示・貸し出しします。

いのちの闘病記 8/22（土）～9/23（水・祝） 【内容】患者やその家族が、さまざまな病気と向き合った
闘病体験を記した本を展示・貸し出しします。

夏のおはなし会 8/8（土）10：00～11:00

【内容】絵本と紙芝居の読み聞かせを行いま
す。【対象】概ね3歳以上【定員】80人※申込
不要（団体で参加する場合は事前にご連絡�
ください。）【協力】八戸子どもの本の会（代表�
山
やまだよしなり

田剛也氏）

第3回市史講座 8/22（土）10:00～12:00 【内容】棟
むなふだ

札・鰐
わにぐち

口からみる戦国の八戸【講師】熊
くまがい

谷隆
りゅうじ

次氏（八戸工業大
学第二高等学校教諭）【定員】50人※申込不要

八戸リサイクルプラザ 休3、10、17、24、31　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

夏休み親子リサイクル
体験教室

8/9（日）
①9：30～12:00
②13:30～16:00

【内容】普段見ることのできない工場内を見学した後、
ペットボトルで風車を作ります。※当日は多少汚
れても構わない服装、歩きやすい靴でお越しくださ
い。【対象】小学生以上の親子【定員】各10組【持ち物】
500㎖の6角型のペットボトル2個（キャップ付き）、
針金ハンガー２個、軍手【申込方法】7/22（水）～8/8
（土）に電話でお申し込みください。

夏の再生品提供

【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】8/15（土）～23（日）に、申込書（当
館で配布）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、代理申込み不可）。※1人
2品まで(同一品は不可)【公開抽選】8/26（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで通知【引取期間】
8/29（土）～9/6（日）※運搬はご自身でお願いします。
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視聴覚センター 児童科学館 休10、24、31　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5回一般投影します。
　（14:20からの回「夏の星」が追加されます。）

8/15（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】火垂るの墓
17:30～ 【内容】野

の さ か

坂昭
あきゆき

如�戦争童話集④

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�
～うちゅう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（土星・夏の大三角・アルビレオ　ほか）
8/22（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】アルプスの少女ハイジ、長編アニメーション作品

17:30～ 【内容】世界の人と馬の文化シリーズ16、
天空の秘境を駆けるカンゼチベット族の祭り

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

～うちゅう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・夏の大三角・アルビレオ　ほか）��

わくわくサイエンス
ロープを使った木登り体験!

8/1（土）10:00～12:00
八戸福祉体育館
集合場所：児童科学館

【内容】室内でロープを使った木登り体験をします。動きやすい服装
でお越しください。【対象】小学生以上（小学3年生以下は保護者同伴）
【定員】15人【参加費】300円【持ち物】上履き

青少年のための科学の祭典
2015 八戸大会

8/8（土）、9（日）
10:00～16:00

【内容】科学実験や科学工作、サイエンスショー、不思議体験などを
楽しむことができます。

夏休み理科教室
昆虫の標本をつくろう! 8/16（日）10:00～12:00

【内容】蝶やカブトムシの標本を制作します。【対象】小学3年生～中
学生（小学3年生は保護者同伴）【定員】20人【参加費】500円（材料費：
変更になる場合があります）

夏休みおたのしみ劇場 8/23（日）まで
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。
※8/5（水）～10（月）は上映を行いません。

市立図書館
映像利用鑑賞会

8/26（水）13:30～16:00
市立図書館2階集会室 【内容】DVD上映「爆心　長崎の空」※申込不要

おたのしみ劇場 8/30（日）10:00～11:00 【内容】スプーンおばさん③

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
ますが、8/5（水）～10（月）は
開催しません。

【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

時間 火～金 土・日・祝日 夏休み
（8/23まで）

10:00
団体専用 一般

一般
11:00
13:30
14:20
15:00 一般 一般

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

ガイドと歩くトレッキング
8/8（土）、22（土）
①午前の部10：30～12：30
②午後の部13：15～15：30

【内容】①白浜～天然芝生地②葦毛崎～大須賀海岸をトレッキ
ング（ガイド付き）【集合場所】種差海岸インフォメーションセ
ンター※出発地まではワンコインバス・うみねこ号を利用し
ます。【対象】小学生以上（4年生以下は保護者同伴）【定員】15
人【参加費】無料

【体験プログラム】
階上海岸を遊びつくせ！
大
おおじゃ

蛇～廿
にじゅういちたい

一平トレッキング

8/29(土)10：00～16：30
【集合場所】種差海岸インフォ
メーションセンター

【内容】大蛇海岸から小舟渡海岸天然芝生地まで海沿いをト
レッキング。ヨガ体験あり。帰りは再び電車に乗り、種差へ戻
ります。※詳しくはお問い合わせください。【対象】小学生以上、
但し4年生以下は保護者同伴【定員】20人【参加費】1,000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）

貝がらで遊ぼう!! 8/1（土）～31（月）随時
（受付16：00まで）

【内容】貝殻工作をします。貝殻に夏の思い出を描いたりしてみませ
んか。自分で採取した貝殻の持ち込みも大歓迎!【参加費】100円
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八戸ポータルミュージアム はっち 休11  　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
戦後70年
～私の戦争体験  映像上映～

8/13（木）～16（日）
2階　シアター2

【内容】市内在住の石
いしばし

橋カネさん、山
や ま ね

根勢
せ い ご

五さん、西
に し く ぼ

久保秀
ひ で お

雄さんが
それぞれの戦時体験について語る、映像作品を上映します。

はっちのお化け屋敷
「メドツ伝説～第二章～」

8/13（木）～16（日）
13:00～15:00
15:30～17:30
1階　シアター1

【内容】昨年、どこよりも恐いと評判だったはっ
ちのお化け屋敷が帰ってきました。今年はプ
ロジェクション・マッピングでの演出も!

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

8/16（日）11:00～15:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】毎月第3日曜日ははっちでさまざま
な日本文化が楽しめます。今月は、相撲甚

じ ん く

句�
や江戸芸かっぽれの披露をはじめ、つるし雛
の展示や着物講座などを行います。【参加費】
一部、実施負担のものあり

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

8/19（水）19:00～20:00
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。

美人塾inはっち 8/22（土）午後～23（日）午後
2階シアター2　ほか

【内容】開館5周年を記念して、「初めてを極めた八戸の女性たち」をテー
マに、各分野で活躍しているゲストを招いてのトークセッションや、
この企画ならではの八戸満喫ツアーがセットになった、美と健康を手
に入れたい女性限定のイベントを開催します。※宿泊は各自手配・自
己負担【出演者】対

つ し ま

馬ルリ子氏、奥
おくやま

山千
ち づ こ

鶴子氏、岡
おかもと

本潤
じゅんこ

子氏、高
たかはた

畑紀
の り こ

子�
氏、風

かざはり

張知
と も こ

子（まちづくり文化スポーツ観光部長）【定員】24人【参加費】�
15,000円（22日夕食、23日昼食、体験料など含む。お土産付き）

こどもはっち 休11　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

映画「じんじん」
8/22（土）
①10：30～②13：30～
③16：00～④18：30～
公会堂文化ホール

【内容】絵本の里、北海道剣
けんぶち

淵町を舞台に絵本の力と親子の絆を描いた
心温まるストーリーの映画を上映します。【入場料】前売大人1,000円、
子ども800円（小・中・高）※当日大人のみ1,500円

秋・冬物！「おさがり掘り
出し市」出店者募集

9/13（日）10：30～13：00
1階　はっちひろば

【内容】「おさがり掘り出し市」の出店者を募集し
ます。【出店数】16組限定【申込開始日】8/1（土）
※無料提供品の募集を随時行っています。

八戸公園 休3、10、17、24、31　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

園芸教室

8/2（日）13:00～16:00 【内容】秋に咲かせるバラ作り～夏の剪
せん

定～
【講師】阿

あ べ

部文
ふ み お

雄氏（八戸ばら会）【定員】40人

8/30（日）13:00～16:00
【内容】シャクナゲの育て方
【講師】木

き む ら

村勝
かつしろ

城氏（八戸シャクナゲ会顧問）
【定員】40人

緑の専門相談 8/30（日）10:00～16:00
【内容】庭木の移植についての相談ができます。
【講師】久

く ぼ

保えみ子氏（八戸造園建設業協会）
※時間内（12:00～13:00除く）に電話または直接ご相談ください。

三八五・こども館（八戸公園内） 休3、10、17、24、31　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）

ひんやり！
森のパフェ作り 8/16（日）9:45～12:00

【内容】八戸公園の木の実や身近な物を使っ
た工作です。飾り付けをしながら自分だけ
のオリジナルパフェを作りましょう。【対象】
小学生以下【定員】30人※申込不要・当日
受付

どんぐり村の乗り物ランド 8/30（日）9:45～12:00

【内容】公園の木や木の実を使った工作です。
木の乗り物をかわいく飾り付けましょう。
【対象】小学生以下【定員】30人※申込不要・
当日受付

フリークライミングもあるよ！
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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

８
月
の
企
画
展

～親子で作ろう!～
レゴを使った“プログ
ラムロボット”教室

①8/1（土）10:00～12:00
②8/22（土）10:00～16:00
5階展望ホール

【内容】レゴパーツを使ってウミガメなどのロボットを作ります。ロボッ
トの部品を組み立てるだけでなく、部品の仕組みやロボットのプログ
ラミングについてを基礎から学ぶことができます。【対象】①小学3年
生以下②小学４年生以上（共に保護者同伴）【定員】各20組【申込締切
日】①7/25（土）②8/15（土）【共催】青森県立三沢航空科学館

マリエント「ちきゅう」
たんけんクラブ 8/10（月）9:30～13:00 【内容】八戸イカの日記念企画～八戸イカの日大研究～（詳しくは、マ

リンエントホームページでお知らせします。）

３
階
展
示
室

夜のマリエント 夏 8/16（日）まで
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 10月下旬まで
（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
「花火ツリー」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
室

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～

9/13（日）まで
【内容】4月に開催した「“もぐらんカメ吉”�
ありがとう企画」の参加者全員の作品を展示
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。

５階展望ホール開放 【内容】8/16（日）開催の八戸花火大会の際に5階展望ホールを開放します。※開放は花火大会終了まで

市民の森 不
な ら わ ず だ け

習岳 山開き期間�4月～11月　開8：00～17：00　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

夏休み自由研究
「昆虫を探そう」

8/2（日）10：00～13:00
市民の森不習岳総合案内施設

【内容】講師から市民の森に生息する昆虫の話を聞
き、昆虫採集や観察をします。カブトムシのプレ
ゼントがあります。【定員】100人【参加費】500円
（昼食、保険代）【申込期限】8/1（土）までに電話で
お申し込みください。

市民の森不習岳で星空散歩
～ペルセウス座流星群を眺
めながら～

8/12（水）19：30～
市民の森不習岳総合案内施設

【内容】星空観察を通じて自然に親しみます。天気が良ければたくさ
んの流れ星を見ることができます。【申込期限】8/9（日）までに電話
でお申し込みください。

ガラ・ルファ水槽
く
す
ぐ
っ

た
い
♪

もぐらんカメ吉

みんな、
大水槽の周りに集まれ

〜

青葉湖展望交流施設山の楽校 休3、10、17、24、31　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
そば打ち体験楽校 8/2（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円
布編みスリッパの楽校 8/9（日）9:00～12:00 【参加費】3,000円

そばとひまわりの花見週間 8/22（土）～30（日）
10:00～15:00

【内容】白く咲くそばの花畑と約200万本の黄
色いひまわりの花畑の雄大な景色の中で散策
が楽しめます。また、ひまわりの花の切り取り
体験（5本で100円）や、ひまわりの種の販売
（30粒で200円）もあります。
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八戸歯科医師会「よい歯の先輩コンクール」募集
●対象9月19日現在で69歳以上の市民で、自分の歯が
28本以上揃っているか１本だけ失くした男性。女性は
２本まで失した人申8/1（土）～20（木）に、最寄りの歯科
医院で審査を受け申し込んでください。※審査は無料
問八戸歯科医師会Ｔ46-0161Ｆ45-2642

電子工作「赤外線で魚ロボットを動かそう」
●日時8/1（土）10:00～12:00●場所児童科学館●対象
小学校高学年～中高生（小学生の場合は保護者同伴）●
定員10人（保護者除く）●参加費2,000円（材料費・当日
徴収）
モト7/29（水）までに住所、氏名、連絡先、講座タイトル
を明記し、FAXまたはEメールで八戸工業大学電気電
子システム学科へＴ25-8136Ｆ25-1430Ｅkouza@
elec.hi-tech.ac.jp

朝活！大人のための青果市場見学会
●日時8/29（土）6:00～（3時間程度）●場所八戸市中央
卸売市場青果部（八食センター向かい）●内容朝の活気
あふれる青果市場を見学し、流通の仕組みや食文化、食
の大切さなどについて理解を深めてみませんか。●ガイ
ド有

あ り ま

馬克
か つ み

美氏（あおもり食育サポーター・野菜ソムリエ）
●定員30人●参加費500円（簡単な朝食付き）
モト8/3（月）～13（木）〈（土）（日）を除く〉に電話で八戸
市中央卸売市場管理事務所へＴ28-8888Ｆ28-8890

八戸高専公開講座「ロケットはなぜ飛ぶか～PET
ボトルロケットコンテスト～」
●日時8/22（土）9:00～12:30●場所八戸高専●内容 
ペットボトルロケットの製作を通して，ものづくりの楽
しさを体験してもらう●対象小学生●定員20人●参加
費無料
モト7/21（火）～31（金）に八戸高専総務課へＴ27-
7239Ｆ27-9379Ｅrenkei-o@hachinohe-ct.ac.jp

ハローワーク八戸「ひとり親全力サポート」開設
●日時8/6（木）、7（金）、10（月）、11（火）、20（木）、21

（金）、27（木）、28（金）各9:00～12：00●場所市庁別館
4階（就労サポートコーナー八戸）●内容仕事を探してい
る、今以上の条件の仕事を探している、もう1つ仕事を
探しているなど、ひとり親のお父さん・お母さんのため
に臨時窓口を開設します。※臨時窓口が混雑している場
合はハローワークをご利用ください
問ハローワーク八戸Ｔ22-8609（42♯）Ｆ71-1381

合気道体験教室
●日時8/8（土）13:30～15：30●場所八戸武道館●内
容合気道で護身術などを学びます。※運動しやすい服装
で●対象小学3年生以上（小学生は保護者同伴）●参加費
無料
モト合気道体験教室事務局（細越）ＴＦ20-0586

東北電力Presents「ピアノカルテットの夕べ」
●日時9/17（木）18:30～●場所はっちシアター2●内
容インフィニート・コラルコによるピアノカルテット●
定員100人（抽選）●入場料無料
モト8/17（月）まで（到着分）に、住所、氏名、年齢、電話
番号、人数（最大2人）を明記し、はがきまたはFAXで、
東北電力八戸（営）総務課「ピアノカルテットの夕べ」係
へ〒031-8550堤町11-2Ｔ43-5612Ｆ24-4919

陸上自衛隊八戸駐屯地納涼盆踊り大会（一般開放）
●日時8/5（水）17:00～21:00●場所陸上自衛隊八戸駐
屯地●内容盆踊りをはじめ、八戸陣太鼓演奏、打ち上げ
花火、お化け屋敷、各種売店などさまざまなプログラム
とアトラクションがあります。※雨天時は一部内容を変
更します。●入場料無料
モト陸上自衛隊八戸駐屯地納涼盆踊り大会実行委員会
Ｔ28-3111（内線2065）

青森県歯科衛生士会研修会
●開催日8/9（日）●場所はちふくプラザねじょう●講師 
五
ごとう

島朋
ともゆき

幸氏（歯科医師）
【午前の部】●時間10:00～12:00●内容専門職を対象
とし、「生命を守る口腔ケア」について学びます。●参加
費会員1,000円、会員外2,000円

【午後の部】●時間13:00～14:30●講話「最期まで口か
ら食べられる街づくり」●参加費500円（お弁当を600
円で承ります。）
モト8/1（土）までに、氏名、連絡先、弁当の有無を記入し、
はがきまたはメールで、青森県歯科衛生士会三八支部

（浅木）へ〒039-0134三戸郡三戸町大字同心町字諏訪
内 21-4Ｔ090-3984-4675Ｅ aasaki2002@yahoo.
co.jp

植樹葬霊園の現地説明会
●日時8/30（日）10:00出発（無料送迎バスあり）●集合場
所市庁前●定員35人（要予約）●参加費1,300円（昼食代）
モト青松山平成院八戸案内所Ｔ24-4888Ｆ0194-77-
4433

八戸工業大学
「第4回市民と一緒に考える国際防災フォーラム」
●日時8/30（日）13:00～●場所公会堂文化ホール●内 
容救急医療や災害医療についての講演●講師今

こん

明
あきひで

秀（市 
民病院救命救急センター所長）ほか●参加費無料●申込
用紙大学ホームページからダウンロード可。またヴィア
ノヴァ２階大学サテライトで配布
モト申込用紙に必要事項を記入の上、FAXまたはEメー
ルで八戸工業大学防災技術社会システム研究センター
へＴ25-8113Ｆ25-1966ホhi-tech.ac.jp

●掲載場所　お知らせコーナー最下段
●枠　　数　1号広告サイズで最大7枠
●色　　数　印刷は2色刷り（黒・シアン）

モト広報統計課Ｔ43-9317Ｆ47-1485「広報はちのへ」に広告を掲載しませんか？
区　分 サイズ 掲載料（税込み）

1号広告 縦50×横170mm 150,000円
2号広告 縦50×横 80mm  80,000円
3号広告 縦50×横 50mm  55,000円


