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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。

7月の

博物館 休9・17・23・30　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 

からくり貯金箱作り
−動くってどんなこと?− 7/21（土）9:00〜12:00

【講師】高
たかはし

橋みのる（木工作家）【対象】小・中学生 ( 小
学生以下は保護者同伴）【定員】15組【参加費】1,000
円（材料費）

6/20（水）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9・17・23・30　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　 要申込 

歴史講演会
「発掘された津軽の南部氏

系城館−大光寺新城−」
7/1（日）10:00〜12:00 【講師】滝

たきもとまなぶ

本学（平川市教育委員会）【定員】100人
前日までに

電話で

体験学習講座
「消しゴムはんこでオリジ

ナルマイバッグを作ろう」
7/15（日）10:00〜12:00 【講師】松

まつはし

橋良
りょうこ

子【対象】小学生以上【定員】20組
【参加費】600円（材料費）

前日までに
電話で

体験学習講座
「南部の伝統・菱刺しに挑戦」7/22（日）10:00〜12:00 【講師】中

な か む ら

村礼
れ い こ

子（県伝統工芸士）【対象】小学生以
上【定員】20組【参加費】500円（材料費）

前日までに
電話で

体験教室で八戸の文化に触れよう!いつでもどなたでも体験できます!

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 団体の場合は

事前に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9・17・23・30　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

南郷文化財めぐり  要申込 
7/6（金）9：00〜16:00

【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】南郷地区内の文化財を巡る※マイクロバス
で移動【定員】24人【持ち物】昼食

6/26（火)9:00
から電話で

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

夏休み親子リサイクル
体験教室  要申込 

7/28(土)
午前の部 9:30〜12:00
午後の部 13:30〜16:00

【内容】普段見ることのできない工場内見学、ペットボ
トルの風車作り【対象】小学生以上の親子【定員】各7
組【持ち物】500㎖6角形のペットボトル2本（キャップ
付、すすいで乾燥させたもの）、針金ハンガー2本、軍
手※動きやすく汚れてもいい服装・歩きやすい靴で

6/26（火）から
電話で

母し
ま
ち
ゃ
ん

父か
ぶ
さ
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

是川縄文館 休9・17　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　⃝7/30（月）は三社大祭開催にあわせ臨時開館

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
 特別展「海をわたる縄文人～津軽海峡文化圏の縄文～」

特別展
「海をわたる縄文人～津軽

海峡文化圏の縄文～」
7/21（土）〜9/2（日）

【内容】北海道と青森県内の縄文遺跡から見つかった資料を中心に、
津軽海峡を越えた縄文人の交流と、育まれた文化を紹介

【観覧料】特別展期間中は、一般300円（20人以上の団体は180円）

ギャラリートーク 7/21・28の各（土）14:00〜 【内容】特別展のみどころを解説【講師】同館学芸員※特別展料金必要

日曜日縄文体験コーナー 7/1〜15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
夏休み縄文体験コーナー 7/21〜8/12の毎週（土）（日）

9:30〜16:00

合掌土偶作り教室
 要申込 

7/7（土）9:30〜13:00
【内容】国宝「合掌土偶」を作る。焼き上げて完成の

ため、受け取りは8/19（日）以降の予定【対象】小学4
年生以上【定員】20人【持ち物】古タオル

前日までに
電話・FAX、
直接来館

考古学講座③
 要申込 

7/14（土）14:00〜16:00
【演題】OUV※はどこにある?−世界遺産をめぐる

最近の動向【講師】鈴
す ず き

木地
ち へ い

平（文化庁）【定員】100人
【持ち物】筆記用具　　　　　※顕著な普遍的価値

前日までに
電話・FAX、
直接来館

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。

八戸ブックセンター 休3・10・17・24　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218　
住六日町16-2 Garden Terrace 1階

●7/13（金）～16（月・祝）七夕まつり期間にあわせて閉館21:00  ●7/31（火）三社大祭前夜祭のため臨時開館10:00～21:00
行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

ブックドリンクス 6/29、7/27の各（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

ギャラリー展
「cherry chill will 写真展（仮）」

7/13（金）〜
ギャラリー

【内容】日本のヒップホップシーンを撮り続けている八戸市出身のフォ
トグラファーc

チ ェ リ ー

herry c
チ ル

hill w
ウ ィ ル

illによる写真展
 執筆・出版ワークショップ   要申込 

本を出版したい人が知っ
ておくべき権利や法律 7/7（土）15:00〜17:00

【講師】鷹
た か の

野凌
りょう

【内容】文献などからの引用方法や、
作品公開時に自分に発生する権利などを学ぶ【対象】
市民作家（カンヅメブースの利用登録必要） 電話・HPで

電子出版ワークショップ 7/8（日）13:00〜16:30
【講師】鷹野凌【内容】ウェブサービス「BCCKS」で電

子出版を行い、電子書籍を広める方法を学ぶ【対象】
市民作家（カンヅメブースの利用登録必要）

 本のまち読書会

naniyomu?   要申込 7/14（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。持ち物不要 電話・HPで

ジャケ読!　 要申込 7/25（水）18:00〜 【内容】館内から本を選んで紹介しあう会

本のまちワークショップ
 要申込 

7/21（土）10:00〜12:00
【内容】消しゴムはんこで蔵書印づくり。自分の本

に押す「蔵書印」。今回は多色刷りの要素を取り入
れながらチャレンジしましょう※材料費必要

電話・HPで

「朗読劇　銀河鉄道の夜」
上映会

7/21（土）・22（日）
①14:00〜②16:00〜

【内容】開設1周年記念として、南部会館で開催された
「朗読劇　銀河鉄道の夜」の映像を上映 申込不要

いのるん通信 第32回　めざせ!世界遺産

是川石器時代遺跡をはじめとする「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、
自然の恵みを活

い

かして約1万年以上の間続いた、世界でもとてもめずら
しい先史文化です。縄文遺跡群を人類共通の宝物である世界遺産へ登
録するため、八戸市では是川縄文館で講座を開催しています。
世界遺産への登録には市民の皆さんのご理解と応援が欠かせません。
ぜひ一緒に盛り上がりましょう!

い
の
る
ん
も
一
緒
に

応
援
す
る
る
ん
！
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市立図書館 休17・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 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【緑にふれあう 6/30（土）〜7/16（月・祝）】　【芥川賞・直木賞受賞作品 7/18（水）〜8/12（日）】
【夏休みおすすめ本 7/18（水）〜8/22（水）】　【夏を乗り切る 7/18（水）〜8/22（水）】

七夕おはなし会 7/7（土）15:00〜16:00 【内容】紙芝居と絵本の読み聞かせ【対象】3歳以上
【定員】80人【協力】八戸子どもの本の会 申込不要

「子どもの本研究会」
参加者募集
 要申込 

7/12（木）10:00〜12:00
【内容】毎月第2（木）開催。絵本や読み聞かせの勉強

会※初めて参加される方は、事前連絡必要【定員】
20人

電話で

夏休み調べ学習相談会
7/26（木）・29（日）、8/5（日）・
8（水）10:00〜16:00

（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行
う※「図書館を使った調べる学習コンクール」優秀
作品（複製）も展示

申込不要

古文書解読講習会
 要申込 

7/7・14・21、8/4・18、9/1・
15の各（土）10:00〜11:30
2階　集会室

【内容】古文書を読むための基礎知識を学習【対象】
古文書解読初心者【定員】25人【参加費】2,376円（辞
典代）【持ち物】筆記用具
モト市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

電話、
直接来館

第3回市史講座 7/28（土）10:00〜12:00
2階　集会室

【内容】八戸の昔話・伝説・世間話【講師】上
う え だ

田三
さんぞう

蔵（前
八戸市文化財審議委員）【定員】50人
問市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

申込不要

図書情報センター 休17・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
オススメ図書展示・貸出 【あめ、あめ、ふれ、ふれ 6/1（金）〜7/30（月）】　【夜の歌、もしくは物語 6/30（土）〜7/30（月）】
図書館を使った調べる学習
コンクール入賞作品展示 7/20（金）〜8/30（木） 調べ学習に役立つ資料と「調べる学習コンクール」入賞作品のレ

プリカを展示
夏の怖～いおはなし会 7/28（土）18:15〜18:45 閉館後の図書館で怖い絵本のおはなし会を開催

南郷図書館 休17・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 申込方法

オススメ図書展示・貸出 【Listen to JAZZ 6/30（土）〜7/30（月）】　【夏休み宿題対策 6/30（土）〜8/21（火）】
【料理で世界一周!本で食べ歩き 6/30（土）〜7/30（月）】

本の探偵団
～図書館のお仕事シリーズ
③～  要申込 

7/8（日）10:00〜11:30
【内容】検索機を使って本を探すゲームや、調べもの

クイズを行う【対象】小学生以上【定員】10人（付き
添いは除く）

前日までに
電話、

直接来館調べる学習初心者講座
「便利な洗剤をつくろう」  要申込　

7/15（日）13:00〜16:00 【内容】調べる学習コンクールに向けて「調べ方」を
解説する講座【対象】小・中学生【定員】15人

夏のおはなし会 7/29（日）11:00〜12:00 【内容】季節のおはなし会を開催【対象】幼児・児童 申込不要

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 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
企画展

「アクティブ・レンジャー
写真展」

7/1(日)〜8/31(金)
四つの壁

【内容】東北地区のアクティブ・レンジャーたちが国立公園や世界自
然遺産、国指定鳥獣保護区の現地巡視などの日頃の業務を撮影し
た写真を展示

種差海岸をガイドさんと
歩こう

7/7〜28の毎週（土）
10：35〜
同センター集合

【内容】ガイドと散策（7/7・28天然芝生地、7/14中須
賀、7/21田村崎の各コース2時間程度 )【定員】10人

【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 

7/15（日）10：00〜12：00
【内容】種差漁港内の岩場で、ウニ獲り体験やウニ

をむいて試食【定員】20人【参加費】1,500円【持ち物】
軍手、濡れてもいい服装・靴、タオル、飲み物

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

貝殻チャーム作り
7/7(土)〜27(金)
10：00〜16：00
レクチャールーム

【内容】貝殻の土台にビーズやスパンコールなどを飾り付けて、バッ
グなどにも飾れるオリジナルチャームを作る【参加費】200円
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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
写真のまち八戸

コベヤ写真部＠大人編
 要申込 

7/15（日）13:30〜16:00
はっち

【内容】デジタルカメラの技術を学ぶ｢超初心者｣の
ための講座【講師】山

やまもと

本貴
た か し

士（フォトグラファー）
【対象】大学生以上【定員】6人【参加費】100円

6/18（月）から
電話で

キッズカメラ入門倶楽部
 要申込 

8/18（土）13:30〜16:00
Co部屋

【内容】親子で写真に親しむデジタルカメラ講座
【講師】間

ま が き

垣幸
さ ち こ

子（フォトグラファー）【対象】小学生
とその保護者【定員】8組16人【参加費】1組200円

7/17（火）から
電話で

ワイヤーアート教室
「ボクならこんなマチニワ

を作るよ!」   要申込　 

7/29（日）13:00〜15:00
Co部屋

【内容】ガラスのびんの中にワイヤーアートで自分だ 
けの「マチニワ」を作る【講師】三

み う ら

浦きよ美
み

【対象】小学
生とその保護者【定員】10組20人【参加費】1組500円

7/2（月）から
電話で

縄文の実で炭をつくって
絵を描こう☆   要申込　

8/19（日）10:30〜12:00
是川縄文館

【内容】是川縄文館に創作教室アートイズが出張
【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】3才〜小学4年生とその保護者
【定員】10組20人【参加費】1組500円

7/23（月）から
電話で

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

市民プログラミング教室① 
 要申込 

7/23（月）
13:30〜16:30

（受付時間13:15〜）

【内容】コンピュータを使い、簡単なプログラミング体験【対象】小・
中学生【定員】20人【申込方法】7/10（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）、
「市民プログラミング教室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

児童科学館（視聴覚センター）休2・9・17　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）
7/1（日）〜31（火）【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00（7/8・23の③は特別番組）

【団体】平日①②③   【一般】平日④、（土）（日）（祝）全日 ※7/21〜8/21は全て一般
団体のみ
電話で

特別プラネタリウム
「季節の星空散歩」 7/8（日）13:30〜14:10 【定員】88人 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

７
月
14
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 短編アニメ「みにくいあひるの子」ほか　▷17:30〜 最後のキス 

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】夏の星空（水星、金星、木星、土星 ほか）

７
月
28
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 忍たま乱太郎　忍術学園全員出動!の段　▷17:30〜 アンネの日記

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】夏の星空

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

熟睡プラ寝たリウム（有料） 7/23（月）13:30〜14:30 【内容】毎月23日開催。星空の下で眠ることを目的
としたプラネタリウム【定員】88人 申込不要

おたのしみ劇場
①7/1（日）②7/8（日）
③7/15（日）④7/16（月・祝）
10:00〜11:00

【内容】①七夕さま ほか②六千人の命のビザ ほか
③リンカーン物語 ほか④青い目の人形物語 ほか 申込不要

夏休みおたのしみ劇場 7/21（土）〜31（火）
10:00〜16:00 【内容】いろいろなアニメを上映【定員】100人 申込不要

映像利用学習会  要申込 7/8（日）9:00〜12:00
【内容】普通救命講習会（心肺蘇生、AEDの使い方など）
【講師】八戸消防署員【定員】30人

電話・FAX・
メールで

市立図書館
「映像利用鑑賞会」 7/25（水）13:30〜16:00

【内容】「花咲く少年の島より　ふろたき大将」
「鍛

たんきん

金−玉
たまかわ

川宣
の り お

夫のわざ−」【定員】30人
申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
7/21〜8/21は毎日開催

【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
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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2・9・17・23・30　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）

七夕メモスタンド 7/1（日）9：45〜12:00 【内容】木の実を使って織姫と彦星のメモスタンド
作り【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

キラキラ ペットボトルドーム 7/22（日）9：45〜12:00 【内容】ペットボトルにキラキラを入れてアクアドー
ム作り【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

マリエント（水産科学館）休なし  開9:00〜18:00  Ｔ33‒7800  Ｆ33‒7801  住鮫町字下松苗場14‒33
※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
企
画
展（
３
階
展
示
室
）

奇界　あなたの 知ら
ない世界
～奇妙な生き物たち～

7/7（土）〜8/26（日）
【内容】見た目が風変わりで、ちょっぴり背筋がヒヤッとする、夏の

肝試しやお化け屋敷を連想させるような奇妙な深海生物や危険な
生物たちを展示

夜のマリエント「夏」 7/21（土）〜8/19（日）
18:00〜19:00

【内容】展示室内を暗くし、水槽の照明による幻想的な雰囲気の中、
ランタン片手に探検。ヨーヨー釣り体験あり（有料）

活スルメイカ展 7月下旬〜 【内容】八戸を代表する海の幸「スルメイカ」の普段は目にすること
のない力強く泳ぐ姿を展示（海洋状況により変更する場合あり）

3階 ★見て楽しむ
「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー 

（
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

八戸聖ウルスラ学院
幼稚園の歩み展 7/7（土）〜8/4（土） 【内容】これまで歩んできた歴史や歩みを紹介。園児たちが描いた

絵や作品、七夕飾りを展示予定
アオウミガメの
健康診断 7/28（土） 【内容】アオウミガメの“みらい”の大きさを測定したり甲羅磨きを

体験
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。
新聞工場大研究!

（デーリー東北見学会） 7/24（火） 【内容】新聞製作の心臓部である編集局の見学や印刷工場の見学を
し、新聞ができるまでを研究

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

八戸公園 休2・9・17・23・30　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・対象・定員など 申込方法
展示会「アジサイ展」 ①6/30（土）9:00〜17:00　②7/1（日）9:00〜16:00（主催：八戸あじさいの会）

緑の専門相談
「家庭菜園」

7/1（日）10:00〜16:00
緑の相談所

【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）
※家庭菜園について個別に相談をお受けします。
　（12:00〜13:00除く）

電話または
来園による相談

園芸教室
「山アジサイの楽しみ方」

 要申込 

7/22（日）13:00〜16:00
緑の相談所　研修室 【講師】佐

さ と う

藤良
りょうすけ

輔（園芸研究家）【定員】40人 電話で同園へ
（当日受付可）

八戸公園キャンプ場オープン
 要申込 7/14（土）〜8/26（日）

親子（子どもは中学生以下）または中学生以下の団
体（先生または子ども会などの責任者同伴）に限り
キャンプ場の宿泊可※一般のみの利用は不可

電話または
来園

八戸公園の利用時間を
1時間延長

7/21（土）〜8/19（日）の
（土）（日）限定

期間中の（土）（日）に限り、利用時間を18:00まで1時間延長します。
（乗り物券の販売は17:00、利用は17：45まで）※悪天候の場合は通

常どおり（乗り物券の販売は16:00、利用は16:45まで）
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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

体験工房・楽しい工作
 要申込 

7/8（日）10:00〜13:00
【集合】総合案内施設

【内容】木の実などを使った工作体験。昼食に自分
でトッピングしたピザを焼いて食べる【定員】20人

【参加費】500円（昼食・保険代含む）

7/5（木）まで
に電話で

星空観望～最大の火星大接
近を観よう～  要申込 

7/28（土）19:00〜21:00
【集合】総合案内施設

【内容】火星大接近の観望や満月をスマホやデジカ
メで撮影【定員】30人

7/20（金）まで
に電話で

組み立て飛行機大会と流し
そうめんを楽しもう
 要申込 

7/29（日）10:00〜13:00
【集合】総合案内施設

【内容】自然の中で組み立て飛行機大会、芝生で流
しそうめん【定員】100人【参加費】500円（昼食・保
険代含む）

7/19（木）まで
に電話で

八戸ポータルミュージアム はっち 休10　開9:00~21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　住三日町11‒1
Ｅhacchi@city.hachinohe.aomori.jp　ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
 はっちの七夕

七夕たんざくコーナー 7/1（日）〜16（月・祝）
1階　放送スタジオ前 【内容】来館者の願いを込めた短冊飾りを展示

申込不要たなばた茶会 7/14（土）14：00〜17：00
2階　シアター2

【内容】和菓子と抹茶で夕涼み。お気軽にお越しく
ださい。

ハチノヘ☆プラネテス
～たゆたう星に憧れた少
年のお話～

7/15（日）13：00〜20：00
1階　はっちひろば

【内容】現代芸術教室アートイズ企画。七夕まつり
に、はっちで自分だけの星を輝かせてみませんか。

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

7/18（水）1階　はっちひろば
7/25（水）マチニワ
各日19：00〜20：00

【内容】各方面で活動しているパフォーマーたちに
よるライブを開催 申込不要

「一箱古本市 in 八戸」
参加者募集
 要申込 

【内容】「一日だけの古本屋さん」として一箱分の古本をフリーマーケット形式で販売するイベント
【開催日】9/30（日）11:00〜16:00（予定）【場所】マチニワ【参加資格】当日会場で店番のできる人（18

歳以下は保護者同伴）【定員】20組程度（書類選考で出店者を決定）【参加費】無料【応募方法】7/8（日）
までに、応募用紙（館内備え付け、ホームページからもダウンロード可）を郵送または直接はっちへ

はっちから観る三社大祭!
観覧者募集
 要申込 

【内容】２階ベランダに設置する観覧席から八戸三社大祭のお通りと中日を観覧【観覧日時】8/1（水）
14：30〜17:20、2日（木）18:50〜21:00【募集席数】各日30組60人（2人1組）※保護者の膝上で観
覧できる、またベビーカー利用の子どもは、保護者1人に対し1人まで同伴可【応募方法】7/10（火）

（必着）までに、往復はがきに①観覧希望日②2人の氏名③代表者の住所・連絡先（電話番号）④こ
ども同伴の有無（同伴する場合は子どもの氏名・年齢、ベビーカー利用の有無を明記）⑤車いす利
用の有無（車いす利用の場合は介助者とペアになる）を明記し、郵送ではっちへ※応募多数の場
合は抽選【応募先】〶031-0032 三日町11-1「はっち三社大祭ベランダ観覧席係」【結果通知方法】
結果は、7/20（金）までに全員へ郵送予定。往復はがき以外は無効とし当否の連絡はしません。

こどもはっち 休10　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

不登校および学習
支援相談会

7/1(日)・15(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
申込不要

こどもはっちファミリー
コンサートin南郷

7/8（日）13：00〜14：00
開場12：45
南郷文化ホール

【内容】歌の上手なみかお姉さんと森の仲間たちと
歌って遊ぶコンサート。おもちゃやお菓子の抽選
会もあり

申込不要

ひきこもり家族交流会 7/8(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 申込不要

まるごとこどもはっち
はっち全館夏まつり

7/16(月・祝)
10:00〜15:00
はっち全館

【内容】恒例のおみこしかつぎやミニコンサートな
ど、親子で１日楽しめる夏祭り。“たくたく堂”さん
の楽しいおはなし＆親子ワークショップ、ものづ
くりなど無料体験コーナーあり

申込不要

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

7/22(日)9:30〜
5階　レジデンスA

【内容】子育て勉強会【定員】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
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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

中高年再就職支援セミナー　 要申込 

●日時6/22（金）13：30〜15：30●場所はちふくプラザね
じょう●内容採用されるための就職活動のポイント(終
了後個別相談あり)●対象45歳以上の求職中の人●定
員10人●参加料無料
モトネクストキャリアセンターあおもりＴ017-723-6350

精神対話士のほっ!と相談
●日時7/1（日）10:00〜14:00●場所はっち5階レジデ
ンス B ●内容病気、仕事、人生などの悩み相談に対応
●参加費無料
問（一財）メンタルケア協会青森事務所
Ｔ090-7793-8595（寺山）

大人のための英会話・韓国語入門講座　 要申込 

●日時7/25（水）から毎週（水）、韓国語18:00〜19:00、
英会話19:30〜20:30●場所市公民館●定員各12人
●受講料全8回6,000円（別途テキスト代）
モト国際文化交流協会（前田）
Ｔ090-6489-2803（平日11:00〜16:00）

あおもり県民カレッジ三八地区地域キャンパス講座  要申込 

●日時7/24（火）13:30〜15:30●場所はっちシアター2
●内容講演会「空から見た八戸の今昔」●定員80人
●参加費無料
申あおもり県民カレッジ事務局　Ｔ017-739-0900
問三八学友会事務局（村上）　Ｔ090-7330-3514

八戸小唄流し踊り講習会　 要申込 

● 日 時 6/21（ 木 ）13:30 〜 15:00、26（ 火 ）18:30 〜
20:00、7/3（火）13:30〜15:00●場所はっち1階はっ
ちひろば●内容八戸七夕まつり前夜祭で開催する「八
戸小唄流し踊り」に参加を希望する市民を対象とした
踊りの講習会●参加費無料
モト東奥日報社八戸支社　Ｔ70-2222　Ｆ70-2223 

八戸保健医療専門学校
【共通】●場所八戸保健医療専門学校（市民病院向かい）
問八戸保健医療専門学校事務局　Ｔ24-5127

【公開授業】
●日時7/25（水）・26( 木 )9:00〜15:00●内容歯科衛生士
学科・スポーツ柔整学科授業見学※どなたでも出入り自由

【オープンキャンパス】　 要申込 

●日時7/28（土）歯科衛生士学科10:00〜、スポーツ柔
整学科13:00〜●内容体験型模擬授業
申7/25( 水 ) までに電話、FAX で八戸保健医療専門学
校事務局　Ｔ24-5127　Ｆ72-3072

オストメイト講習会　 要申込 

●日時7/1（日）13:00〜15：30●場所はちふくプラザ
ねじょう●内容講話①「口腔ケアの重要さと関連症状
例 ( 仮 )」講師：熊坂覚 ( くまさか歯科医院長 ) 講話②

「ストーマケアの外来と施設の対応の現状(仮)」講師：
五戸総合病院皮膚排泄ケア認定看護師●対象ストーマ

（人工肛門・膀
ぼ う こ う

胱）を付けている人、家族、一般
●参加費無料
モト（公社）日本オストミー協会青森県支部三八地区
ＴＦ20-6444

朝から元気に!夏休み親子しじょう見学会　 要申込 

●日時7/21（土）6:00〜9:00予定●場所八戸市中央卸
売市場青果部（八食センター向かい）●内容活気あふ
れる朝の青果市場を見学し、食べ物の大切さについて
理解を深める。ガイド：有

あ り ま

馬克
か つ み

美（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

（フルーツの食べ比べと簡単な朝食付き）
モト6/25（月）〜7/11（水）に電話で八戸市中央卸売市
場管理事務所※土・日を除く　Ｔ28-8888

八戸高専公開講座　 要申込 

【共通】モト八戸工業高等専門学校 総務課 地域連携係
※土・日を除く　Ｔ27-7239

【環境都市・建築デザインコース「建築模型」】
●日時7/14（土）13:00〜16:00●場所八戸高専●定員
20人●対象中学生、保護者、中学校教員●参加費無料

（別途傷害保険料500円）●申込期間6/20（水）〜7/4（水）
【メカ no ワールド体験塾Aコース】

●日時7/21（土）9:00〜16:10●場所八戸高専●定員
24人（超過の場合抽選）●対象中学生、中学校教員
●参加費無料（別途傷害保険料50円）●申込期間6/27

（水）〜7/11（水）

初心者囲碁教室　 要申込 

●日時7/14・21・28の各（土）10:00〜12:00●場所白
山台公民館●参加費無料
申白山台公民館　Ｔ38-9788
問日本棋院八戸支部（奥野）　ＴＦ27-9929

山の楽
が っ こ う

校 休2・9・17・23・30　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　 7/1（日）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

布ぞうりの楽校  要申込　 7/8（日）9:00〜15:00 【参加費】2,800円
杏の甘酢漬けの楽校  要申込　 7/22（日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
そば人養成楽校開校  要申込　 7/29（日）9:00〜12:00 【参加費】2,000円
梅漬けの楽校  要申込　 7/29(日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円


