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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

⃝ 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。

6月の

博物館 休11・18・25　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
 博物館クラブ  要申込 

陶芸教室〜世界に一つ自
分好みの器作り〜 6/17（日）13：30〜16：00

【講師】沼
ぬまはた

畑優
ゆう

（陶芸家）【対象】小・中学生（小学生以
下は保護者同伴）【定員】30人【材料費】700円【その
他】7/15（日）に絵付けを行います（材料費別途）

5/20（日）から
電話で

草木染め〜昔の人はどん
な色を着ていたの？〜 6/30（土）10：00〜12：00 【講師】天

あまない

内みどり【対象】小・中学生（小学生以下は
保護者同伴）【定員】15組【材料費】600円

5/20（日）から
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11・18・25　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

根城おもしろ講座
歴史講演会  要申込 

6/3（日）10：00〜12：00
【内容】考古資料から見た山岳信仰の遺宝・大峰山、 

男体山、そして出羽三山【講師】原
は ら だ

田昌
まさゆき

幸（文化庁）
【対象】一般【定員】100人

前日までに
電話で

体験教室で八戸の文化に触れよう!　いつでも体験できます。 要申込 

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

南郷歴史民俗資料館 休11・18・25　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

島守四十八社めぐり  要申込 
6/1（金）9：00〜16:00

【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】島守地区の神社（予定：同館、龍興山神社、虚
空蔵菩薩堂など）を巡る※マイクロバスで移動

【定員】24人【持ち物】昼食

5/24（木)9:00
から電話で

南郷民具展示館（古民家）
【内容】南郷歴史民俗資料館の隣には、ダムに沈んだ世増地区から移築した明治

中期建造の古民家があり、内部には古い民具が展示されています。資料館に入館
すると併せて見学できます。

申込不要

はちのへまちなかアートラボ C
コ ベ ヤ

o部屋（新美術館建設推進室） 休（土）（日）（祝）開10:00~17:00　Ｔ45‒8338
Ｆ24‒4531　住八日町9  ダイヤビル1階　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
伝える美術図版
― 八戸 ク リ ニ ッ ク 街 か ど
ミュージアム連携企画―

6/15（金）まで
10：00〜17：00

【内容】「美術図版」を実際の木版図版やパネルで紹
介【その他】八戸クリニック街かどミュージアム（柏崎）
では連携企画展「日本を再考せよ!」を開催

申込不要

大人のためのアート教室
「おしゃべりな美術鑑賞」

 要申込 
6/9（土）10:30〜12:00 【内容】美術作品の楽しみ方を参加者と語り合う

【対象】10人程度（高校生以上）
5/21（月）から

電話で

創作教室アートイズ
「雨音をつくろう♪

紙筒でレインスティック☆」
 要申込 

6/17（日）10：00〜12：00

【内容】ものづくりの楽しさを通じて美術に親しむ
【講師】佐

さ ぬ き

貫巧
たくみ

（八戸学院大学短期大学部）、沼
ぬ ま お

尾大
だいしん

伸
（幼稚園教諭）【対象】10組20人（4才〜小学4年生と

その保護者）【参加費】1組500円

5/21（月）から
電話で

梅雨に負けず
楽しもう!
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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

市立図書館 休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

行事名 期間 内容・定員・対象など 申込方法

オススメ図書展示・貸出 【地球が泣いている!　6/1（金）〜18（月）】　【探偵ものがたり　6/5（火）〜28（木）】
【マイブッククーポンおすすめ本　6/19（火）〜7/16（月・祝）】

第2回市史講座 6/9(土)10:00〜12:00
【演題】八戸のマチ【講師】滝

たきじり

尻善
よしひで

英（青森県文化財保
護協会）【定員】50人問市立図書館歴史資料グルー
プＴＦ73-3234

申込不要

「子どもの本研究会」
参加者募集  要申込 

6/14（木）10:00〜12:00 【内容】毎月第2木曜日開催。絵本や読み聞かせについ
ての勉強会※初めて参加する人は、事前に連絡が必要

電話または
直接来館

調べる学習チャレンジ講座
 要申込 

6/30（土）13:00〜15:00
【内容】身近な疑問を自分で調べて、まとめる力を

身につけよう!【講師】中
なかむら

村伸
の ぶ こ

子（白百合女子大学）
【対象】小学3〜6年生、中学生、保護者

電話・FAX、
直接来館

図書情報センター 休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 期間・内容
オススメ図書展示・貸出 【地球と環境　6/1（金）〜28（木）】　【あめ、あめ、ふれ、ふれ　6/1（金）〜7/30（月）】

南郷図書館 休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 期間 内容 申込方法
オススメ図書展示・貸出 6/1（金）〜28（木） ｢アニメの世界｣　「理想の部屋」　｢科学絵本の世界｣
傘のガーランドをつくろう! 6/3（日）13:30〜15:00 【内容】雨の日でも楽しくなるような飾りをつくる 申込不要

1日体験!図書館司書
～図書館のおしごとシリー
ズ②～  要申込 

6/23（土）9:45〜12:00

【内容】図書館の仕事を体験してみたい人を募集。
本の貸出体験、調べものクイズ、普段入れない場所
の見学など盛りだくさんのイベント【定員】20人

【対象】小学生〜高校生（保護者付添い可）

前日までに
電話で

八戸ブックセンター 休5・12・19・26　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」 7/8（日）まで 【内容】牡

ぼ た ん

丹靖
やすよし

佳によるギャラリー展。絵本「ようこ
そロイドホテルへ」を切り口にオランダを表現する。

申込不要

ブックドリンクス 5/25（金）、6/29（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

How to 読書会 ～読書会の
はじめかた～  要申込 

6/9（土）14:00〜
【内容】読書会に参加したことがない人へ「読書会と

は何か」「読書会を開くにはどうやって準備をすれ
ばよいか」などを紹介

電話・HPで

「朗読劇　銀河鉄道の夜」
上映会

6/10（日）
①13:00〜、②15:30〜

【内容】開設1周年を記念し、南部会館で開催した「朗
読劇　銀河鉄道の夜」の映像を上映 申込不要

【本のまち読書会】
naniyomu?  要申込 

6/16（土）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。雑誌などの持ち物不要 電話・HPで

ブックトークイベント
「子どもの本の歩きかた」

 要申込 
6/23（土）14:00〜

【内容】ブッククーポン関連企画。ブッククーポン
とともに配布するおすすめ本リストに掲載した本 
を紹介【ゲスト】戸

と だ や ま

田山みどり（八戸高専）
電話・HPで

【募集企画】
わたしの本棚  要申込 

8月陳列予定
【内容】好きな物事や季節などをテーマに自分のお

すすめ本を10冊程度募集。採用の場合は、本とと
もに紹介・陳列

6/30（土）までに
HP ま た は 館内
配布のチラシで

 ジャズと本（仮）

KUJIRA BOOKS 
 要申込 

6/30（土）
13:00〜18:00

【内容】BLUENOTE TOKYOのオフィシャル撮影など 
も行う写真家の衣

え び

斐誠
まこと

が、心に残る本と共にあなたを 
撮影、その場でミニプリントを1枚進呈【定員】5人程度

電話・HPで

「ジャズと本（仮）」
関連展示企画 6月下旬陳列予定

【内容】7/28の南郷サマージャズフェスティバルに
向けて、ジャズの特集棚を設置。八戸ゆかりのジャ
ズ奏者などが選書した本も陳列予定

申込不要
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是川縄文館 休11・18・25　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」 6/24(日）まで 【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 6/9（土）10:30〜 【内容】発掘調査担当者が見どころを解説 申込不要

これかわ考古学クラブ①
（全4回）  要申込 

6/2（土）10:00〜12:00 【内容】是川の縄文を探検してみよう!【対象】小学校
5年生〜中学生【定員】30人【持ち物】筆記用具

電話・FAX、
直接来館

サポートスタッフ研修会
③～⑥（全６回）
 要申込 

③6/2（土）④6/9（土）
⑤6/23（土）
各日14:00〜16:00
⑥6/29（金）8:00〜18:00

【内容】③常設展示解説④是川遺跡・縄文学習館のガ
イドについて⑤土器づくり実習（汚れてもよい動き
やすい服装で）⑥博物館研修【定員】各30人【持ち物】
筆記用具【参加費】無料※⑥の研修は別途費用あり、
希望者のみの参加

各開催日の
前日までに

電話で

日曜日縄文体験コーナー 6/3〜7/15の毎週（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、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る。

申込不要

考古学講座②
 要申込 

6/16（土）14:00〜16:00

【内容】▷演題①世界遺産をめざす垣ノ島遺跡〈講
師：福

ふ く だ

田裕
ゆ う じ

二（函館市教育委員会）〉▷演題②亀ヶ岡
遺跡にみる縄文時代のお墓〈講師：羽

はねいし

石智
ともはる

治（つがる
市教育委員会）〉【定員】100人【持ち物】筆記用具

前日までに
電話で

サポートスタッフ募集 【内容】教育普及のサポートスタッフ（縄文是川ボランティア）を募集※詳細はお問い合わせください。

 国宝「合掌土偶」の貸出期間中は複製品やほかの優れた出土品を展示します
※貸出期間中に同館を有料観覧した人には、貸出期間終了後に使用できる同館の特別招待券（またきてね券）を配布

①縄文−1万年の美の鼓動 東京国立博物館 展示期間：7/3〜9/2　貸出期間：6月〜9月

②縄文
〈日仏交流160周年「ジャポ

ニスム2018」事業（仮称）〉
パリ日本文化会館 展示期間：10/17〜12/2　貸出期間：9月〜12月下旬

児童科学館（視聴覚センター）休4・11・18・25　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

「かいけつゾロリ」（有料）
6/2（土）〜30（土）【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00
▷団体（火）〜（金）①②③　▷一般（火）〜（金）④、（土）（日）（祝）全日

団体のみ
電話で

 6/9（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 10ぴきのかえる②
▷17:30〜 その時歴史が動いた「羽柴秀吉なぞの敵前退却」ほか

申込不要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】かいけつゾロリ〜うちゅうの勇者たち〜

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】初夏の星空（金星、木星 ほか）
 6/23（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 ポパイ「お化け騒動」　▷17:00〜 ヴェニスの商人

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】かいけつゾロリ 〜うちゅうの勇者たち〜
18:00〜（生解説） 【内容】星空散歩「初夏の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】初夏の星空（月、金星、木星 ほか）

おたのしみ劇場 ①6/3②10日③17日④24日
の（日）10:00〜11:00

【内容】①スーパー駅長「たま」〜いちごの風にのっ
て〜②双子の星ほか③盲導犬クイールの一生 ほか
④金色のクジラほか

申込不要

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） 申込不要

市立図書館
「映像利用鑑賞会」 6/27（水）13:30〜16:00

【内容】プロフェッショナル仕事の流儀　小児心臓
外科医 佐

さ の

野俊
しゅんじ

二の仕事
申込不要
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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　はっち4階
※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
春夏物のおさがり
掘り出し市

6/3(日)10:30〜13:00
1階　はっちひろば

【内容】先輩ママによるフリーマーケットや、おさがり品の無料提供
※子ども用のおさがり品の無料提供を募集中〈募集期間5/30(水)まで〉

不登校および学習支援
相談会

6/3(日)・17(日)
14:00〜17:00
八戸ニューポート　3階

【内容】「不登校」「学習困難」の小・中学生、高校生の
ための学習支援の場。個別相談にも対応

【対象】高校生まで※参加費無料
申込不要

こどもはっち 
グッド・トイランド

6/10(日)・24(日)
10:30〜15:00
4階　こどもはっち内

【内容】「グッド・トイ」認定のおもちゃとおもちゃ
コンサルタントがやってくる。
※参加費無料（入場料別途）

申込不要

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

①6/17(日)9:30〜
②6/27(水)11:30〜
はっち館内の施設

【内容】子育て勉強会【定員】各回4組【対象】妊娠8か
月以上のプレパパママ【参加費】100円 電話で同館へ

こどもはっちオレンジデー 6/24(日)9:30〜12:30
4階　こどもはっち内

【入場料】発達にばらつきがある、集団が苦手なお子
さんなどハンディキャップのあるお子さんと家族の
ための特別開館日※一般の方の入場は13時から

申込不要
（団体の場合

要予約）

はちのへおもちゃ病院 6/24(日)10:00〜12:00
5階　レジデンスA

壊れたおもちゃを原則無料で修理。1人1点まで。
※部品交換など実費（50円〜300円）がかかる場合あり

ひきこもり家族交流会 6/24(日)14:00〜16:00
5階　レジデンスA ひきこもり状態にある人やその家族のための交流会

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
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

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

6/13（水）・27（水）
19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】市内で音楽活動をしているパフォーマーたち
によるライブを毎月はっちひろばを舞台に開催 申込不要

和日カフェ～日本文化に親しむ日～

鰹節削り体験と
ふりかけづくり  要申込 

6/17（日）10：00〜15：00
4階　食のスタジオ

【内容】鰹節を削って、ふりかけをつくる【時間】①10:00〜11:30②
13:30〜15:00 【定員】各回10人【参加費】1,500円※小学生は保護者
同伴申電話・FAXでＴ090-5836-5999Ｆ38-9419（カネヤマ）

いけばな体験
6/17（日）11：00〜15：00
1階　ギャラリー1
3階　和のスタジオ

日常生活にも気軽に花を取り入ることのできる、いけばな体験を実施　
【参加費】500円〜1,000円※申込不要

着物でファッションショー
 要申込 

6/17（日）13：00〜14：00
1階　はっちひろば

【内容】①根城と新田南部氏の遠野出立時の衣装②アレンジ着物の
ファッションショー【モデル募集】①男8人（小学生2人）、女7人②10人

（親子2人2組を含む）申EメールでＥK10051103to@yahoo.co.jp（小柴）

屋内クラフト市「はっち市」
出展者募集中

【内容】今年も全国からクラフト作家が大集合する「はっち市」を開催。この出展者を募集します。
【出展期間】11/23（金・祝）〜25（日）【応募条件】①出展者本人が全ての展示・販売作品を制作して

いること②はっち市期間中、出展ができること【申込料】1,000円【応募方法】6/15（金）（消印有効）
までに①応募用紙②作品写真3枚を郵送・Eメール、直接持参【決定方法】選考にて決定

酔っ払いに愛を2018
「横丁オンリーユーシアター」

公募パフォーマー募集中

10月に開催する、「酔っ払いに愛を2018 横丁オンリーユーシアター」を一緒に盛り上げてくれる
パフォーマーを募集します。【出演日】10/5（金）・6（土）【応募方法】6/18（月）（必着）までに、①応募
用紙②あなたが表現する内容がわかる資料（企画案や作品の写真、CD、DVDなど）を郵送・Eメール、
直接持参【その他】オーディション実施の場合あり。詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

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・場所 内容・定員・対象など 申込方法

エコ布ぞうり作り教室
 要申込 

6/16(土)9:00〜12:00
【内容】着古したTシャツで布ぞうりを作る【定員】5

人【持ち物】着古した T シャツ4枚（なるべく大きい
もの）、裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30cm定規

5/29（火）から
電話でエコペイント教室  要申込 6/17（日）10:00〜12:00 【内容】石にペイントして箸置きを作る【定員】5人

【持ち物】汚れてもよいタオル
押し花カードと
台紙作り教室  要申込 

6/23(土)10:00〜12:00 【内容】牛乳パックから、押し花カードと台紙を作る
【定員】5人【持ち物】布（30cm×35cm程度）
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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

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・申込方法など

市民教育公開講座①
 要申込 

6/8（金）17:30〜19:30
（受付時間17:00〜）

【演題】インターネット依存症から子どもを救う【講師】三
み は ら

原聡
さ と こ

子（久
里浜医療センター主任心理療法士）【定員】100人【申込方法】6/1

（金）（必着）までに、住所、氏名、電話（FAX）番号、「市民教育公開講
座受講希望」を明記し、はがき・FAX・Eメールで総合教育センター
※定員を超えた場合、受講できない人へ電話連絡します。

市民パソコン教室① 
 要申込 

6/14（木）・15（金）
13:30〜16:30

（受付時間13:15〜）

【内容】インターネットで情報検索、ワードで案内状の作成などを行う
※2日間の教室【対象】18歳以上の社会人【定員】20人【申込方法】6/5

（火）（必着）までに、住所・氏名（ふりがな）・性別・電話（FAX）番号・Eメー
ルアドレス（お持ちの方）、「市民パソコン教室①受講希望」を明記し、
はがき・FAX・Eメールで総合教育センター※応募多数の場合は抽選

マリエント（水産科学館）休11　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

企
画
展

水の中のグルマン
おいしんぼ・くいしん
ぼ～魚編～

6/2（土）〜7/1（日）
3階展示室

【内容】魚にはたくさんの種類があり、エサの種類、食べ方も魚によっ
て違います。グルマン（フランス語で ｢ 食いしん坊」の意味）な魚、
大食いな魚、奇妙な食べ方をする魚たちを紹介

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「七夕」ツリー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!▷しんかい6500に乗って深海へGO!VR（バーチャルリアリティー）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 木
き べ

部一
か ず き

樹作品展
～残念な鳥たち～

6/2（土）〜7/1（日） 【内容】本県出身で野鳥画家の木部一樹さんが青森県レッドデータ
ブックから、鳥類20数種を選択して描く

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。
森・川・海のつながり
大研究 6/16（土） 【内容】環境保護・保全のため、森の役割と川とのつながりを自然体

験を通して学ぶ

ちぢり浜沿岸観察会 6/30（土）、7/1（日）
【内容】1泊2日の日程で、磯の生物採取や観察、海藻や海草の分布モ

ニタリングなどの調査をし、分布生物の変化や、それに影響を与え
る環境変化との関係を学ぶ

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（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

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・参加費など 申込方法

種差海岸をガイドさんと
歩こう!

6/2〜30の毎週（土）
10：35〜

【内容】同センター発着でガイドと散策（全7コース・
各2時間程度 )【定員】10人（先着順）【参加費】500円
(ワンコインバス乗車賃は各自負担)

申込不要

箱メガネを使ってウニ獲り
体験  要申込 

6/17（日）10：00〜12：00
【集合】同センター

【内容】種差漁港内の岩場で、漁師さんとウニ獲り
体験。獲った後はウニをむき食べる。帰り道は、自
然への恩返しにゴミ拾いをする。【定員】20人【参加
費】1,500円

電話で

ギュギュッと満喫 !
階上まるごと巡り  要申込 

6/24（日）8：40〜14：30
【集合】同センター駐車場

【内容】ガイドの案内で、階上岳や寺下観音、ハマの
駅など階上町をバスとトレッキング（1時間半程度）
で巡る。地元の食のおもてなしがあり。【定員】20
人【参加費】大人2,500円、小人1,500円

電話で

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

自然物でガーランド作り
6/2（土）〜7/1（日）
10：00〜16：00
レクチャールーム

【内容】貝殻などの自然物をビーズやリボンで飾り付けして、部屋に
飾れるガーランドを作る【参加費】300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

八戸公園内 三八五・こども館 休4・11・18・25　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・対象・定員など 申込方法
 サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

てるてるストラップ 6/3（日）9:45~12:00 【内容】木のメダルで、てるてるぼうずを作る【対象】
小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

父の日工作
おとうさんメダル 6/10（日）9:45~12:00 【内容】木のメダルで、父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4・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
 展示会

春のバラ展 ①6/9（土）10:00〜17:00　②6/10（日）9:00〜16:00（主催：八戸ばら会）
アジサイ展 ①6/30（土）9:30〜17:00　②7/1（日）9:00〜16:00（主催：八戸あじさいの会）

 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。

多肉植物の寄植え 6/3（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【教材
費】1,500円【持ち物】手袋、ピンセット、エプロン、
持ち帰り用の袋

6/2（土）まで
に電話で

父の日に贈るフラワー
アレンジメント 6/10（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主宰）【定
員】20人【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、持ち
帰り用の袋

6/8（金）まで
に電話で

草花の植付けと管理 6/15（金）13:00〜16:00
こどもの国「わくわくドーム」【講師】橋

はしもと

本正
ただし

（八戸造園建設業協会）【定員】40人

電話で同園へ
（当日受付可）

キクの作り方～奥州菊の繁
殖から開花まで～ 6/17（日）13:00〜16:00 【講師】工

く ど う

藤亮
りょうえつ

悦（八戸菊花会）【定員】40人※苗配布
あり

樹木の手入れ～庭木の剪定～ 6/24（日）13:00〜16:00 【講師】柿
かきもと

本権
けんいち

一（八戸造園建設業協会）【定員】40人
 緑の専門相談　それぞれのテーマについて、個別に相談を受け付けます（12:00〜13:00除く）。

多肉植物の管理 6/3（日）10:00〜16:00 【相談員】河
かわむら

村雄
ゆ う た

大（園芸アドバイザー） 電話または
来園による

相談
植物の病害虫防除 6/10（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）

庭木の手入れ 6/17（日）10:00〜16:00 【相談員】秋
あきやま

山芳
よしてる

輝（八戸造園建設業協会）

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（総合案内施設）　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

昆虫の森づくり  要申込 
6/3（日）10:00〜13:00

【集合】総合案内施設
【内容】昆虫が生息する森を作るための植樹を体験
【定員】50人【参加費】500円（保険料・昼食代含む）

6/1（金）まで
に電話で

ロープを使って木登り体験
 要申込 

6/17（日）10:00〜13:00
【集合】総合案内施設

【内容】木登り用の装具をつけて木登りを楽しむ【定員】
50人（小学生以上）【参加費】500円（保険料・昼食代含む）

6/14（木）まで
に電話で

山の楽
が っ こ う

校 休4・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・受講料など 申込方法
そば打ち体験楽校  要申込 6/2（土）9：00〜12：00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の

2日前までに
電話で

布編みスリッパの楽校  要申込 6/10（日）9：00〜15：00 【参加費】3,000円
エコクラフトの楽校  要申込 6/17（日）9：00〜15：00 【参加費】2,000円〜2,500円

市民の森 不
な ら わ ず だ け

習岳に遊びに行こう !
森の中には自然をじっくり観察できる林間歩道やキャンプ場、また周
囲を一望できる展望台があり、行楽シーズンにはキャンプやハイキン
グを楽しむ人たちでにぎわいます。
また、森林ならではの、さまざまなイベントも開催しており、市民の皆
さんが自然に親しむ絶好の施設となっています。豊かな自然にあふれ
る市民の森の四季折々の美しさを楽しんでみてはいかがでしょうか。


