
平成30年（2018）5月号　広報はちのへ　28

休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

⃝ 要申込  アイコンは、申し込みが必要なものです。
⃝ 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、無料ですが、入館料・観覧料が必

要な場合があります。

5月の

博物館 休14・21・28　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
企画展「新収蔵資料展」 4/28（土）〜5/27（日） 【内容】平成29年度に寄贈された新収蔵資料を紹介
 博物館クラブ

戦国武将の紙かぶと
〜作って!かぶって!折り紙
かぶと〜

5/3（木・祝）
①10：00〜 ②11：00〜
③14：00〜 ④15：00〜

【対象】親子、一般【定員】各15組 申込不要

赤ちゃん集合！
〜成長記念に粘土で手形・
足形作り〜  要申込 

5/5（土・祝）
①10：00〜11：00
②11：00〜12：00

【対象】乳幼児（0〜3歳程度）とその保護者【定員】各
15組　※入館料無料

前日までに
電話で

館外フィールドワーク
「八戸城下めぐり」  要申込 

5/19（土）9：00〜12：00 【内容】中心街で城下町の名残を歩いてめぐる
【定員】15人　※入館料無料

4/30（月・休）
までに電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは同館へ

史跡根城の広場 休14・21・28　開9:00〜17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　※入場料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
史跡根城（主殿）で鎧と小袖
を着よう 4/28（土）〜5/6（日） 【内容】鎧と小袖の着用体験（大人用・子ども用あ

り）※記念撮影可、着付け無料 申込不要

体験教室で八戸の文化に触れよう!

八幡馬の絵付け ①クラシックコース【所要時間】約30分【材料費】1,200円
②アレンジコース　【所要時間】約90分【材料費】1,900円 団体の場合

要相談
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

はちのへ公園 春まつり

博物館と史跡根城の広場 無料
開放

「国際博物館の日」は、博物館が社会に果たす役割を広く普及啓発することを目的として制定されたものです。この活
動に賛同する世界中の博物館では、5月18日を中心に、無料開館や地域連携事業などさまざまな記念行事が行われます。

史

跡根
城さくらまつり

4/29
（日・祝）

国際
博物館の日

5/18
（金）

根城記念祭

5/22
（火）

こかぶくん

南郷歴史民俗資料館も
無料開放となります。
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

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
※3階のみ有料　【「夕日絶景食堂 イヌワラウ」営業時間11:30〜17:00　定休日（木）】

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

５
月
の
企
画
展

GW企画!
楽しい!おいしい!
家族みんなで!
マリエント市 2018
～成長への挑戦～

5/3（木・祝）〜6（日）
9:00〜16:00
※最終日は15:30まで

【内容】県内の高校生が開発した商品の販売や、さまざまな体験コー
ナーを開設。南部ダイバーの実演と海女さんも水槽に登場。マリン
レンジャーによるジャンケン大会やバルーンショー、わくわくドロー
ン飛行体験など、今年もイベントが盛りだくさん!

みんな仲良く!
入学おめでとう展 5/27（日）まで

【内容】この春、新1年生となった子どもたちが、新たな友達と楽しく
元気に過ごしているようすをイメージし、魚たちが仲良く泳ぐ姿を
展示

サケ成長日記 5月の放流まで 【内容】サケの受精卵の孵
ふ

化から放流までの成長の様子を展示
3階 ★見て楽しむ
「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー 

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

随時 ▷魚眼図▷アーチャーフィッシュで水鉄砲

毎週（日）（祝） ▷デンキウナギで「こいのぼり」点灯①10:30〜②13:00〜③15:00〜
▷深海水圧実験①11:00〜②14:00〜　▷魚への餌付け＆じゃんけん大会12:00〜

★やって体験する（随時）
▷「ちきゅう」クイズにチャレンジしよう !（タブレットを首にかけクイズに挑戦）▷しんかい6500に乗って深海へ
GO!VR体験（ゴーグル型装置を装着しバーチャルリアリティーを体験）▷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

4階 八戸写真研究会
2018春展 4/28（土）〜5/28（月） 【内容】種差海岸の風景からマリエントの珍魚たちの姿まで、13人

の会員が自由な発想や方法で自分の世界を表現
マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ　※詳細は、問い合わせるかホームページをご覧ください。

30年度発足式 5/12（土）
【内容】平成30年度の活動スタートを記念する企画として開催。

JAMSTEC地球深部探査センター長による記念講話、サケ稚魚の放
流、JAMSTECの皆さんによる「サイエンスカフェ」を実施

会員募集
①ジュニア②シニア

【内容】①実験や体験で、楽しく科学を学ぶ（月1回程度）。JAMSTEC の科学者や探査船のパイ
ロットの講義あり（年2回程度）。②海洋・地球・自然科学や水産業などの分野で体験型学習を柱
とした企画、講座、研修会を開催（年2回程度）【年会費】①500円②1,000円※いずれも別途実費
の場合あり

市立図書館 休1・7・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　

行事名 内容・期間

オススメ図書展示・貸出 【子ども読書週間企画展示　4/21（土）〜5/14（月）】　【今どきテクノロジー　4/28（土）〜5/14（月）】
【生き方いろいろ　5/15（火）〜30（水）】　【食べて、動いて、元気！　5/15（火）〜6/4（月）】

春のおはなし会 【日時】5/19（土）10:30〜11:30【対象】4歳以上のお子さんとその保護者※申込不要

第1回市史講座 【日時】5/12（土）10:00〜12:00【演題】八戸の習俗・寺院・神社【講師】上
う わ の す え ぞ う

野末蔵（根城史跡保存会会
長）【定員】50人　問市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

図書情報センター 休1・7・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 内容・期間
オススメ図書展示・貸出 【にゅうえん・にゅうがく　5/30（水）まで】　【美術館・博物館　4/28（土）〜5/30（水）】
おりがみ de こいのぼり 【日時】4/21（土）〜5/13（日）【内容】子どもでも簡単にこいのぼりを作れるコーナー（館内に飾る）
新聞紙 de 兜 【日時】5/5（土・祝）13:30〜14:30【内容】こどもの日にあわせ新聞紙で兜を作る

南郷図書館 休1・7・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 内容・期間
オススメ図書展示・貸出 【旅ゆけば　4/28（土）〜5/30（水）】　【あのひとの歴史　4/28（土）〜5/30（水）】
本の病院～図書館のおしご
とシリーズ①～

【日時】5/20（日）13:30〜15:00【内容】簡単な本の修理体験。修理が必要な本があれば持参（1人２
冊まで）※どなたでも参加可
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

八戸ブックセンター 休1・8・15・22・29　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2 Garden Terrace 1階

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
ギャラリー展

「1冊の本から見えるオラン
ダの歴史」

5/3（木・祝）〜
ギャラリー

【内容】牡
ぼ た ん

丹靖
や す よ し

佳によるギャラリー展。「ロイドホテ
ルのおきゃくさま」という1冊の絵本を切り口に、
オランダの国や文化を多角的に表現

申込不要

もっと楽しむ岩波書店（仮）　 ワンドリンク制 　※詳細はホームページ参照

「広辞苑」を3倍楽しむ（仮） 5/12（土）14:00〜 【内容】今年1月に刊行された「広辞苑 第7版」の使い
方や楽しみ方を探る

電話・HPで

スペシャル企画
「直木賞作品を世に出すまで」

～坂
さかもと

本政
まさのり

謙さんを囲んで～（仮）
5/19（土）13:00〜

第157回直木賞受賞作、佐藤正
しょうご

午「月の満ち欠け」の
編集を手がけた岩波書店の坂本政謙さん（八戸出身）
をゲストに迎えたブックトーク

こどもの本を読む（仮） 5/26（土）14:00〜 【内容】岩波書店の絵本・児童書・児童文学論の中か
ら、ロングセラー本や最近出版されたものを紹介

岩波書店 PR 誌「図書」を読
む（仮） 5/27（日）14:00〜 【内容】岩波書店が毎月発行しているPR誌「図書」の

バックナンバーを読みながら本誌の魅力に触れる

naniyomu?　 ワンドリンク制 5/20（日）14:00〜
【内容】雑誌や新聞記事などから次に読みたい本を

見つける会※八戸ブックセンターお薦めの雑誌な
どを使用するので持ち物は不要

電話・HPで

ブックドリンクス
 ワンドリンク制 

4/27、5/25の（金）
18:00〜20:00

【内容】毎月、月末の金曜夕方にドリンクを飲みな
がら本について語り合うイベント 申込不要

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 申込方法

新緑を楽しもう
市民の森ウォーク　 要申込  5/13（日）10:00〜13:00

【内容】不習岳に自生する樹木の説明を聞きながら
林間歩道を散策し新緑を楽しむ（小雨決行）【定員】
50人【参加費】500円（保険料・昼食代含む）

5/10（木）まで
に電話で

市民の森不習岳
開設40周年記念植樹と
アウトドアクッキング

6/2（土）9:00〜13:40

【内容】アジサイの記念植樹やアウトドアクッキングを行う（小雨決
行）【定員】8組（1組4人程度）【参加費】小学生以上1人当たり500円

（保険料・食材費含む）【申込方法】５/18（金）までに八戸市緑化推進
委員会事務局（農林畜産課内）Ｔ43-9052

山の楽校 休7･14・21・28　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・受講料など 申込方法

山の楽校まつり 5/5（土・祝）、6（日）
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、新鮮な野菜
の即売会のほか、食堂を開設

うぐいの石焼体験楽校 5/12（土）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
開催日の

2日前までに
電話で

布ぞうりの楽校 5/13（日）9:00〜15:00 【参加費】2,800円
よもぎもちの楽校 5/26（土）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
田植えの楽校 5/27（日）9:00〜12:00 【参加費】500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

行事名 実施日 内容・定員など 申込方法

企画展「花の渚」 5/1（火）〜6/30（土） 【内容】種差海岸・階上地域に咲く花やお薦めエリア
を紹介。スタッフが撮影した花の写真も多数展示 申込不要

種差海岸をガイドさんと
歩こう！

5/3（木・祝）〜6（日）
10:30〜
※5〜9月は毎週（土）開催予定

【集合場所】種差海岸インフォメーションセンター
【定員】各日10人【参加費】500円(保険料含む)

※ワンコインバスを利用する場合は自己負担

申込不要
（当日受付）

よもぎ餅作り
5/20(日)
①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

【内容】階上町わっせ交流センター主催による、旬のよもぎを使った
よもぎ餅作り【定員】各回20人【参加費】500円【申し込み】種差海岸イ
ンフォメーションセンター

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）　※利用状況により実施できない場合あり
自然物で飾ろう♪
瓶のペン立て作り

5/12（土）〜27（日）
10:00〜16:00

【内容】種差海岸の貝殻や松ぼっくりなどの自然物とリボンなどで
瓶を飾り付けオリジナルのペン立てを作る【参加費】200円
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

是川縄文館 休14・21・28　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　※観覧料あり　【分館（縄文学習館）】Ｔ96‒1484

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

企画展「掘りdayはちのへ」 4/28（土）〜6/24(日） 【内容】29年度の遺跡発掘調査の最新成果を展示 申込不要

ギャラリートーク 5/12（土）10:30〜 【内容】実際に発掘調査を行った担当者が、企画展
の見どころをより詳しく解説 申込不要

滑石でペンダント作り教室
 要申込 

5/5（土・祝）9:30〜12:00

【内容】縄文時代に作られていたアクセサリーを参
考に、滑石を自由に削って自分だけのペンダント
を作る※汚れてもよい服装で【対象】小学4年生以
上【定員】20人【持ち物】古タオル【参加費】300円

前日までに
電話で

日曜日縄文体験コーナー 5/6〜7/15の（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
まがたま

玉作り
【参加費】100円〜1,000円※各体験は材料がなくな

り次第終了。また受付終了時間が異なりますので
詳しくはお問い合わせください

申込不要

考古学講座①
 要申込 

5/12（土）14:00〜16:00
【演題】縄文文化の顕著で世界的な価値とは？
【講師】菊

き く ち

池徹
て つ お

夫（早稲田大学）【定員】100人【持ち物】
筆記用具

前日までに
電話で

サポートスタッフ研修会
 要申込 

①5/19②5/26の（土）
14:00〜16:00

【内容】①オリエンテーション②是川遺跡と風張1
遺跡について【講師】同館学芸員【定員】各30人【持
ち物】筆記用具

各開催日の前日
までに電話で

これかわ考古学クラブ

参加者募集　 要申込 
【内容】考古学や縄文の暮らしを楽しく学ぶ※6月から隔月開催【対象】小学5年生〜中学生【定員】

30人【持ち物】筆記用具【参加費】無料（活動保険料別途）【申込方法】5/1（火）〜25（金）12:00に電
話で

開講式　 要申込 5/26（土）10:00〜11:00

【内容】これかわ考古学クラブの参加を希望した子
どもたちを対象に、クラブの概要や活動内容の説
明などオリエンテーションを行う【定員】30人【持
ち物】筆記用具

前日までに
電話で

縄文是川ボランティア募集
 要申込 

【内容】是川縄文館の教育普及事業のサポートスタッフを随時募集
※詳しくはお問い合わせください

　是川縄文館の展示解説や体験学習は、市民によるボランティア
スタッフに支えられています。わかりやすい解説や丁寧な指導を
するため、同館ではさまざまな研修会を開いているほか、各自でた
くさんの準備に取り組んでいます。例えば、布を編む講座を開くと
きには、育てた植物から繊維をとり、糸をつくって用意をします。
　あるスタッフは、「展示解説をはじめ、土器・土偶づくりや布編み
などいろいろなことに取り組めることが活動の魅力」と話してく
れました。

合掌土偶をつくるスタッフ。
技術の向上に余念がありません。

いのるん通信 第31回　ボランティアスタッフの活動

八戸リサイクルプラザ
（プラザ棟）

休毎週（月）※祝日の場合は翌日（イベントなど開催時は開館）　開9:00〜17:00
Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　住櫛引字山田山1‒1　
※工場棟（土日祝は休み。不燃物などの持ち込み不可）

行事名 日時・申込方法など

春の再生品提供
 要申込 

【内容】修理再生した家具などを低価格で提供（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファ ほか）【対象】
18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】5/12（土）〜20（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し提出※電話申し込み、代理申し込み不可。1人2品ま
でで同一品は不可。最終日の申し込みは16時まで【公開抽選】5/23（水）14:00【当選通知】当選者
のみはがきで通知【引取期間】5/26（土）〜6/3（日）※運搬は当選者が行うこと

サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ

は
い
つ
で
も

募
集
中
だ
る
ん
！
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

こどもはっち 休8　開9:30〜16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　
※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 申込方法

こどもはっち写真展

5/2(水)〜6（日）
9:00〜21:00
※最終日は17:00まで
1階　ギャラリー1

【内容】4/22に開催された「ふたご＆そっくり家族
大集合」の写真を展示。写真展にご来場した皆さん
からの投票で、そっくり大賞を決定

申込不要
はちのへおもちゃ病院 5/13（日）10:00〜12:00

5階　レジデンスA
【内容】壊れたおもちゃを原則無料で修理（1人1点）

※部品交換した時など実費負担あり（50円〜300円）

ひきこもり家族交流会 5/13（日）14:00〜16:00
5階　レジデンスA

【内容】ひきこもり状態にある人やその家族のため
の交流会

「春夏物のおさがり掘り出し
市」の出店者募集
 要申込 

6/3(日)10:30〜13:00
1階　はっちひろば

【内容】春夏物の子ども服のおさがり品を出店する人を募集【出店数】
12組【参加費】500円【申込方法】5/1（火）〜3（木・祝）に電話で（抽選）
※無料で子ども服のおさがり品を提供してくださる人も募集

南郷歴史民俗資料館 休14・21・28　開9:00〜17:00　ＴＦ83‒2443　住南郷大字島守字小山田7‒1
※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

南郷一周めぐり  要申込 5/11（金）9:00〜16:00
【内容】南郷地区内を巡り歴史や民俗を紹介。※マ

イクロバスで移動【定員】24人【持ち物】昼食【集合
時間・場所】9：00に市庁玄関前

4/24（火）から
電話で

回想法～昔の暮らしの道具
を貸し出します～  要申込 

【内容】テーマ別に昔の暮らしの道具をセットにした「回想法 貸出セット」を用意しています。
※回想法とは、昔の懐かしい写真や音楽、昔使っていた馴染み深い家庭用品などを見たり、触れ
たりしながら、昔の経験や思い出を語り合う一種の心理療法です。認知症の方へのアプロ―チと
して注目されています。※詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。

八戸ポータルミュージアム はっち 休8　開9:00〜21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　住三日町11‒1
Ｅ hacchi@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
はっちのゴールデンウィーク

ニュースポーツ
フェスティバル

4/29（日・祝）10:00〜16:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】子どもから大人まで気軽に
楽しめるニュースポーツを体験

申込不要

レトロゲーム
コレクション展Ⅲ

5/3（木・祝）〜5（土・祝）
13:00〜17:00
1階　シアター1

【内容】市内コレクターが所有する
ファミコンなどのレトロゲームを
展示。今回のテーマは「つくる」。
自分でゲームを作ったり、スタッ
フが作ったコースに挑戦するコー
ナーなど盛りだくさん

スペシャル
投げ銭ライブ

①5/3（木・祝）13:00〜
②5/4（金・祝）13:00〜
1階　はっちひろば

【出演】①【ミュージック】シンデレラマジックEAST、
青森県ハーモニカ連盟内サークル②【フラパフォー
マンス】三沢綜合チャームスクール、ケアヌエヌエ 
オナプア ヴィリプイア、フラ スタジオ プメハナ

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

5/16、30の（水）
19:00〜20：00
1階　はっちひろば

【内容】市内で活動しているパフォーマーたちに
よるライブを開催【出演】▷16日及川明子▷30日
BAND-O-AGE

和日カフェ～日本文化に親しむ日～

いけばな作品展 5/20（日）10：00〜15：00
1階　シアター1

【内容】いけばな作品展や身近にある草花を使ったい
けばな体験【参加費】一部実費負担あり（観覧無料）

申込不要新緑の茶会 5/20（日）10：00〜15：00
3階　和のスタジオ

【内容】新緑をテーマにした、どなたでも気軽に楽
しめるお茶会【参加費】300円（2席分）

けん玉で遊ぼう 5/20（日）11：00〜15：00
1階　はっちひろば

【内容】けん玉指導やけん玉バトルパフォーマンス
のほか、日本・世界のけん玉約50本で遊べるコー
ナーあり

「八戸まちなか広場 マチニワ」
の使用予約を5月1日から開
始します!

【内容】7/21（土）はっち向かいにオープンする「八戸まちなか広
場 マチニワ」。光・緑・水など自然を感じられる街なかの「庭」の
ような空間を、イベントの場として活用してみませんか。9月か
らの使用予約を、5/1（火）から受け付けます。
※詳細はお問い合わせください。モトはっちＴ22-8228
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

八戸公園内 三八五・こども館 休7・14・21・28　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 申込方法
サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

母の日工作 
「おかあさんメダル」 5/13（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルを使って母の日のプレゼントを

作る【対象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

八戸公園 休7・14・21・28　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
はちのへ公園春まつり 4/29（日・祝）〜5/6（日） 【内容】2,000本の桜が咲き誇る県南最大の春まつり

展示会 【エビネ展】5/5（土・祝）、6（日）9:00〜17:00　※最終日は16:00まで
【春の山野草展】5/11（金）〜13（日）9:00〜17:00　※最終日は16:00まで

 園芸教室　 要申込 　【場所】緑の相談所　研修室　※キャンセルの場合は連絡が必要です。

母の日に贈る
フラワーアレンジメント 5/13（日）13:00〜16:00

【講師】千
ち ば

葉智
と も こ

子（フラワーサークル COCO）【定員】
20人【参加費】1,500円（材料費）【持ち物】花ばさみ、
持ち帰り用の袋

5/11（金）
までに電話で

春の寄植え 5/20（日）13:00〜16:00 【講師】中
なかじま

嶋穣
みのる

（園芸アドバイザー）【定員】30人【参加
費】1,500円（材料費）【持ち物】手袋、エプロン

5/19（土）
までに電話で

ガーデニングを楽しむ
～秋まで楽しむ花壇作り～ 5/26（土）13:00〜16:00 【講師】久

く ぼ

保えみ子（八戸造園建設業協会）【定員】40人 電話で同園へ

育ててみよう南部ムラサキ 5/27（日）10:00〜12:00 【講師】向
むかいやち

谷地芳
よしひさ

久（南部紫の会）【定員】40人 電話で同園へ
バラのある暮らし
～花後の手入れ・管理～ 5/27（日）13:00〜16:00 【講師】久

く ぼ

保芳
よ し お

雄（八戸ばら会）【定員】40人 電話で同園へ

緑の専門相談　【場所】緑の相談所　※ 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。

家庭果樹の手入れ 5/13（日）10:00〜16:00 【相談員】佐
さ と う

藤友
と も え

衛（八戸農業コンサルタント協会）
花壇の作り方と手入れの
方法 5/27（日）10:00〜16:00 【相談員】田

た な か

中町
ま ち こ

子（ガーデンコーディネーター）

「トンボ探検隊」 募集説明会 5/13（日）11:00〜12:00

【内容】八戸公園で、6月から9月の（日）に実施するトンボの観察会
や保護活動（期間内3回）に参加するための説明会※観察内容を最終
日に発表し、優秀者1人は翌年2月に開催される東京のシンポジウ
ムに出席【対象】小学3年生〜6年生（保護者同伴）【募集定員】6人（多
数の場合は抽選）

八戸市新美術館基本設計の概要
市では、施設の老朽化などにより、平成28年度から
新しい美術館の整備を推進しています。このたび、
基本設計が終わりましたので、その概要をお知らせ
します。
●基本設計の概要
　 【構造】鉄骨造【延床面積】約4,500㎡【建設費】約

32億円【階数】地上3階【最高高さ】19.90m
●今後のスケジュール
　 平成31年度までに、実施設計、建設工事を行い、

次年度末の開館を目指します。
●建物の特徴
　美術館における学びの循環を実現するため、「ジャ
イアントルーム」と、「ホワイトキューブ」など専門
性の高い個室群の、二つの特徴的な空間を対応させ
ています。
※ この内容は基本設計段階のものであり、変更する

ことがあります。 問新美術館建設推進室Ｔ45‒8345

外観

ホワイトキューブ
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

八戸市手話奉仕員養成講座（入門編）
●日時▷金曜コース…6/8〜12/7（19:00〜20:30）▷
土曜コース…6/9〜10/27（9:30〜12:10）〈各全23回〉
●場所福祉公民館（類家）●対象初めて手話を学ぶ市
内在住の16歳以上の方（お子さん同伴不可）●定員各
20人●参加費無料（別途テキスト代自己負担）
モト5/15（火）まで、住所・氏名・電話番号を、はがき・
FAX・Eメールで八戸市ろうあ協会〶039-1166根城八
丁目8-155Ｆ45‒0561Ｅhachirou@hi-net.ne.jp

日本将棋連盟八戸支部「30年度第一期子ども将棋教室」
●日時5/12〜9/22の（土）14:00〜16:00●場所更上
閣●対象小・中学生※詳細はお問い合わせください。
モト子ども将棋教室事務局Ｔ090-9532-2986

健康増進ボウリングスクール
●日時【 月曜 】5/14〜6/11の13：30〜15:30【 水曜 】
5/16〜6/13の①13：30〜15:30②20:00〜22:00【木
曜】5/17〜6/14の10:00〜12：00【土曜】5/19〜6/16
の10:00〜12:00●場所ゆりの木ボウル●参加費無料

（保険料、初回テキスト代別途）
モト健康増進ボウリングスクール事務局Ｔ45-1022

親子空手教室
●日時5/13・27の（日）14:00〜15:00●場所市武道館

（柔道場）●対象3歳以上のお子さんとその保護者（親
子でなくても可）※スポーツができる服装でお越しく
ださい。●参加費無料モト国際空手道連盟極真会館 
青森県支部 八戸道場（山岸）Ｔ090-8783-8060

第11回青森県民スポーツ・レクリエーション祭
●日時7/1（日）8:30〜●場所ゆりの木ボウル※詳細は
お問い合わせください。モト6/6（水）までに青森県ボ
ウリング連盟事務局Ｔ080-1835-2356

「羽仁もと子記念館・八戸友の家」イベント開催
●日時5/17（木）11:00〜12:00●場所羽仁もと子記念
館・八戸友の家（沢里）●内容手作りケーキやクッキー
などの生産品、衣類や日用品雑貨などのリサイクル品、
震災支援コーナー、喫茶コーナーなど問八戸友の会Ｔ
24-2232※（日）（月）（木)10:00〜15:00

小学生女子ソフトボールチーム「市川ベリーズ」体験
教室・見学会
●日時（ 月）〜（ 金 ）16:30〜18:30、（ 土 ）（日）9:00〜
12:00●場所轟木小学校●対象市内または近隣市町村
の小学生女子児童（保護者同伴）●参加費無料モトソフ
トボール事務局（轟木小学校内・担当:石橋）Ｔ52-3458

児童科学館 休7・14・21・28　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　住類家四丁目3‒1
Ｅ jido@kagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

プラネタリウム
「星座の見つけ方」  有料 

5/2（水）〜27（日）【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00
▷団体（火）〜（金）①②③　▷一般（火）〜（金）④、（土）（日）（祝）全日
※GW期間中は内容が変更になる場合あり

団体のみ
電話で

特別プラネタリウム（無料） 5/13（日）13:30〜 【内容】季節の星空散歩〜春の星空〜（生解説） 申込不要
 5/12（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜走れ!SL&ローカル列車　▷17:30〜 点子ちゃんとアントン

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】Constellation tales〜星座物語〜
18:00〜（日本語版） 【内容】星座の見つけ方

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】春の星空（金星、木星 ほか）
 5/26（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜ポパイ　▷17:30〜ゾウがお家にやってきた

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】星座の見つけ方
18:00〜（生解説） 【内容】春の星空

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】春の星空（月、二重星 ほか）
ゴールデンウィーク
おたのしみ劇場・KIDS工房祭

5/3（木・祝）〜6（日）
10:00〜16:00

【内容】GW期間中、おたのしみ劇場ではアニメなどをリ
ピート上映、KIDS工房では期間限定の工作体験を開催

申込不要おたのしみ劇場 ①5/13②20③27の（日）
10:00〜11:00

【内容】①赤いカーネーション ほか②よっちゃんの
不思議なクレヨン ほか③はらぺこあおむし ほか

科学館KIDS工房 毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00

【内容】スーパーボールなどの工作体験【参加費】
200円以内（小学3年生以下は保護者同伴）

わくわくサイエンス
「ミクロの世界をのぞいて

みよう」  要申込 
5/19（土）10:30〜12:00 【内容】顕微鏡で花粉や微生物を観察する【対象】小

学生以上【定員】15人【参加費】300円
前日までに

電話で


