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⃝ 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。

8月の

博物館 休20・27　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・対象・定員など 申込方法

明治150年記念　特別展
「エジソンの発明品展」 7/21（土）〜8/26（日）

【内容】エジソンの発明品を通して、「昔のくらし」と「今のくらし」
の間にある大きな変化について考える。

【観覧料】特別展期間中は、一般300円（20人以上の団体は180円）
特別展併催

「エジソン発明品の公開実演」
8/4・11・18・25の各（土）
13：30〜14：30

【内容】エジソンの蓄音機でレコードを聴いてみる。エジソンのトー
スターでパンを焼いてみる。

 博物館クラブ  要申込 

「ガラス工作に挑戦！」
～世界は○△□にあふれ
てる～

8/5（日）13:30〜15:30
【講師】石

いしばし

橋忠
ちゅうざぶろう

三郎（ガラス造形家）【対象】小・中学生 
(小学生以下は保護者同伴）【定員】15組

【参加費】1,500円（材料費）

7/20（金）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
ね じ ょ う

城の広場 休20・27　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・対象・定員など 申込方法
根城おもしろ講座　体験学習講座  要申込 

「えんぶりミニ烏帽子を作
ろう」 8/11（土・祝）10:00〜12:00 【講師】小

こ さ か

坂勝
かつよし

義（県伝統工芸士）【対象】小学生以
上【定員】15人【参加費】600円（材料費）

前日までに
電話で

「郷土玩具作りに挑戦」
～オリジナル八幡馬を作
ろう～

8/19（日）10:00〜12:00 【講師】大
お お く ぼ

久保直
な お じ ろ う

次郎（県伝統工芸士）【対象】小学
生以上【定員】20組【参加費】1,500円（材料費）

前日までに
電話で

「桜染め体験」
～広場のしだれ桜で染め
よう～

8/26（日）10:00〜12:00 【講師】史跡根城の広場職員【対象】小学生以上
【定員】20組【参加費】無料

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!　 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20・27　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・定員など 申込方法

特別展「長崎原爆展」 9/2（日）まで
【内容】被災資料などを通して、戦争・原爆被災のありのままをより

多くの方々、特に戦争を知らない若い世代に伝える展示
【観覧料】常設展入館料と同じ

南郷わき水めぐり  要申込 
8/10（金）9：00〜16:00

【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】南郷地区内のわき水や世増ダムを見学（マイ
クロバス移動、駐車場から見学地までは徒歩）

【定員】24人【持ち物】昼食

7/24（火)9:00
から電話で
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市立図書館 休13・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・定員など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【戦争と平和 8/14（火）〜30（木）】　【夜空を見上げて 8/23（木）〜9/23（日・祝）】
【宮沢賢治展 8/23（木）〜9/17（月・祝）】　【八戸市民大学講座（後期）関連図書 8/23（木）〜11月上旬】

図書館を使った調べる学習
コンクール受賞作品展 8/1（水）〜22(水) 【内容】全国や市内の昨年度入賞作品の複製を展示

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

8/9（木）10:00〜12:00
毎月第2（木）開催

【内容】絵本や読み聞かせの勉強会※初めて参加さ
れる人は、事前連絡必要【定員】20人

電話、
直接来館

第4回市史講座 8/25（土）10:00〜12:00
2階　集会室

【内容】八戸の人生儀礼と郷土芸能【講師】古
ふるさと

里淳
じゅん

（八
戸市博物館）【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13・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
図書館を使った調べる学習
コンクールレプリカ展示 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
【二館交換展示】

南郷図書館出張所 8/1（水）〜30（木） 南郷図書館と図書情報センターによる交換企画展示。それぞれの
館に所蔵のない本を交換（南郷⇔センター）展示・貸し出し

自由研究と調べ学習 8/1（水）〜9/27（木） 自由研究と調べ学習で参考になる児童書の特集・展示・貸し出し

南郷図書館 休13・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・対象 申込方法
【二館交換展示】

図書情報センター出張所 8/1（水）〜8/30（木） 南郷図書館と図書情報センターによる交換企画展示。それぞれの
館に所蔵のない本を交換（南郷⇔センター）展示・貸し出し

第18回　スウィングベリー
でおはなし会 8/5（日）10:30〜12:00 【内容】スクリーンや照明、音響などの舞台効果が楽

しめる舞台上でのおはなし会【対象】幼児・児童 申込不要

第19回NAN号てんもん教室
 要申込　

8/11（土・祝）19:00〜21:00
駐車場

【内容】夏の夜空に見られる星座の紹介と星の観察
※雨天時は屋内で星座解説などの講座を行う

前日までに電
話、直接来館

八戸ブックセンター 休7・21・28　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218　
住六日町16-2 Garden Terrace 1階

●7/31（火）、8/2( 木 )・4( 土 ) は三社大祭のため21:00まで開館　8/20（月）は臨時休館
行事名 日時・場所 内容 申込方法

ギャラリー展
「RUFF,RUGGED-N-RAW 

The Japanese Hip Hop 
Photographs」

9/17(月・祝）まで
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

ブックドリンクス 7/27、8/31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

【スペシャル企画】
映画で読み解く 恐怖の哲
学（仮）　 要申込 

8/2（木）18:00〜20:00
【内容】「恐怖の哲学」（NHK 出版）著者の戸

と だ や ま

田山和
かずひさ

久 
（名古屋大学大学院情報科学研究科）による同書を

軸としたトークイベント
電話・HPで

 本のまち読書会　 要申込 

How to 読書会 
～読書会のすすめ～ 8/4（土）14:00〜15：30 【内容】「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

ジャケ読! 8/11（土・祝）14:00〜 【内容】館内から本を選んで紹介しあう会 電話・HPで

知の棚へのチチェローネ
スペシャル ～帆風美術館
図録を10年分全部よむ～

8/18（土）14:00〜16：00
【内容】吉

よ し だ

田章
あ き え

恵（帆風美術館）をゲストに迎え、10
年分の公式図録をめくりながら帆風美術館のこれ
までを鑑賞する会

電話・HPで

naniyomu? 8/19（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 電話・HPで
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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・対象・定員など 申込方法

写真のまち八戸
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

電話で

創作教室アートイズ
「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）
酒
さ か い

井啓
け い た

太（保育教諭）【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

児童科学館（視聴覚センター）休13・27　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 内容など 申込方法

プラネタリウム
「かいけつゾロリ」（有料）

7/21（土）〜8/26（日）※8/28(火)〜31(金)は休み
【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）①〜④ 【団体】平日①②③※7/21〜8/21は一般のみ

団体のみ
電話で

青少年のための科学の祭典
2018　八戸大会

8/11（土・祝）10:00〜16:00
8/12(日)9:00〜15:30

【内容】科学実験や科学工作、サイエンスショー、不
思議体験等を楽しむことができる 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

８
月
18
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 かっ飛ばせ！ドリーマーズ〜カープ誕生物語〜
▷17:30〜 その時歴史が動いた「ラストエンペラー 最後の日」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】夏の星空（月、金星、木星、土星 ほか）

８
月
25
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 24HOURS AFTER 恐竜絶滅の日▷17:30〜 ノルマンディー上陸作戦

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） 8/23（木）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【対象】高校生以上 申込不要

夏休みおたのしみ劇場 7/21（土）〜8/21（火）
10:00〜16:00 【内容】いろいろなアニメを上映 申込不要

おたのしみ劇場 8/26（日）10:00〜11:00 【内容】グリーン 森を追われたオランウータン ほか 申込不要

映像利用学習会 8/25（土）13:30〜15:00 【内容】南部弁の歴史と昔コ【講師】柾
ま さ や

谷伸
の ぶ お

夫 申込不要

お宝映像上映会
～興味の世界～ 8/23（木）14:45〜 【内容】「真珠湾の謎 特殊潜航艇の運命に迫る」

【対象】高校生以上 申込不要

市立図書館
「映像利用鑑賞会」 8/29（水）13:30〜16:00 【内容】「地球民族紀行 モンゴル“風の馬”の民」

「野生の王国雪豹」 申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
8/8〜12の期間は休み

【内容】マカロンストラップ、スーパーボール 、プラ
板キーホルダーなどの工作体験

【参加費】200円以内（小学3年生以下は保護者同伴）
申込不要

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・対象・定員・申込方法など

市民プログラミング教室② 
 要申込 

8/17（金）
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】市
内在住者【定員】20人【申込方法】8/3（金）（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②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
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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
5階展望ホール開放の
お知らせ 8/19（日） 【内容】八戸花火大会開催にあわせて、5階展望ホールを開放、家族

でゆっくりと花火をお楽しみいただけます。軽食販売もあります。

企
画
展

奇界あなたの知らな
い世界～奇妙な生き
物たち～

8/26（日）まで
3階展示室

【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」 8/19（日）まで
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 展示予定
３階展示室

【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 

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「ひまわり」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 ハワイアンキルト展 8/6（月）〜9/1（土） 【内容】ハワイの伝統的キルト｢ハワイアンキルト」の作品を展示
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。

宝湖
～小川原湖の自然大研究～ 8/6（月）

【内容】小川原湖漁業協同組合の協力のもと、小川原湖でのしじみと
り体験、せりの見学などと国交省高瀬川河川事務所による川と湖（汽
水）のもつ役割について講義

八戸イカの日大研究 8/10（金）
【内容】毎年恒例企画!八戸を代表する水産物「イカ」について、講演

会や巨大イカ解剖ショー、イカ料理のお振舞など、1日とにかくイ
カづくし!

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

是川縄文館 休20　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

特別展
「海をわたる縄文人

～津軽海峡文化圏の縄文～」
9/2（日）まで

【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
※詳しくは、36ページ特集をご覧ください

ギャラリートーク 8/4・11・18の各(土)14：00〜
8/25(土)10：00〜

特別展のみどころを解説
※詳しくは、36ページ特集をご覧ください 申込不要

考古学講座  要申込 8/25(土）14：00〜16：00 特別展にちなんだ講演会を開催
※詳しくは、36ページ特集をご覧ください

8/24(金)まで
に電話・FAX、

直接来館

夏休み縄文体験コーナー 8/4〜12の毎週(土)（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

日曜日縄文体験コーナー 8/26〜10/28の毎週（日）
9:30〜16:00 申込不要

これかわ考古学クラブ②
（全4回）  要申込 

8/4（土）10:00〜12:00
【内容】遺跡を見る・測る【講師】同館学芸員【対象】小

学5年〜中学3年生【定員】30人【持ち物】筆記用具
【参加費】無料(活動保険料別途)

前日までに
電話・FAX、
直接来館

これかわ縄文まつり 8/19（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
※当日は、是川縄文館が観覧無料

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
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こどもはっち 休なし　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・対象・定員など 申込方法

こども水彩画教室  要申込 
8/5(日)10:00〜12:00
3階　ギャラリー3

【内容】水彩画をたのしむ親子ワークショップ
【対象】年長〜小学生まで【定員】親子8組 電話で

夏休み企画　株ってなあに？
親子で学ぼう～ゲームで学
ぶ株式のしくみ～  要申込 

8/5（日）10：30〜12：00
八戸ニューポート3階

【内容】株の仕組みを楽しく学ぶ【講師】遠藤泰子（野
村證券㈱【対象】小学4〜6年生【定員】親子20組 (2
人1組）

電話で

公会堂探検隊!忍者、公会堂
まるごと修行道場  要申込 

8/8（水）10：30〜12：30
公会堂

【内容】忍者に変身して公会堂忍者屋敷を探検、忍
者の巻物をゲットしよう【対象】小学生【定員】75人
モ問公会堂Ｔ44-7171

電話で
公会堂

オリジナルフェルトづくり
8/9(木)〜11（土・祝）
10:30〜14:30
3階　ギャラリー3

【内容】世界に1つだけのオリジナルフェルトをつくっ
てみよう 申込不要

ハンドベル演奏体験
 要申込 

8/11(土・祝)13:30〜15:00
8/12(日)10:30〜12:00
5階　レジデンスA

【内容】ハンドベル演奏、きれいな音色を体験【講師】
中嶋栄子（八戸学院短期大学）【定員】各回親子10組 電話で

はちのへおもちゃ病院 8/19(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
まで※部品交換など実費（50円〜300円）かかる場
合あり

申込不要

ひきこもり家族交流会 8/19(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

八戸ポータルミュージアム はっち 休なし　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・定員など 申込方法

はっちのお化け屋敷
8/13（月）〜15（水）
11：00〜16：00
1階　シアター1

【内容】お盆期間中に怖くて最高に楽しいお化け屋敷
今年はマチニワオープンを記念して入場無料

 和日カフェ～日本文化に親しむ日～

日本舞踊と日本の楽器
ワークショップ  予約優先 

8/19（日）11：00〜15：00
1階　はっちひろば

【内容】①日本舞踊ワークショップ②③日本の楽器ワークショップ
【時間】①11：00〜12：00②13：00〜14：00③14：00〜15：00
【定員】①５人②③各回10人【参加費】各500円
モト電話かEメールでＴ35-3456Ｅayana.kom@yacht.ocn.ne.jp

書道を楽しむ 8/19（日）11：00〜17：30
1階　シアター1

【内容】半紙などに筆で文字を書く体験、書作品や
古代文字かるたの展示 申込不要

着物を楽しむ 8/19（日）10：00〜16：00
1階　ギャラリー1

【内容】帯結びや飾りひも作り体験、浴衣着付で館
内散策【参加費】700円〜1,500円 申込不要

いけばな体験
 予約優先 

8/19（日）11：00〜15：00
3階　和のスタジオ

【内容】シンプルな花器におもてなしのお花をいける
【参加費】600円モト電話かFAXでＴ45－1187Ｆ44－0826

気軽におうち和食
 予約優先 

8/19（日）10：00〜15：30
4階　食のスタジオ

【内容】①かんたん精進料理（6品）②お手軽和菓子（3品）
【時間】①10:00〜13:00②13:30〜15:30【定員】各8人
【参加費】①1,500円②1,000円
モト電話かEメールでＴ51－8527Ｅmela.rosa8@gmail.com

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

8/29（水）19：00〜20：00
1階　はっちひろば

【内容】市内で音楽活動しているパフォーマーたちによるさまざまな
ジャンルの音楽ライブを開催

「こどもはっち」休館のお知らせ
はっち4階の子育てつどいの広場「こどもはっち」は、床の全面修繕工事のため上記の期間休館します。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願します。
※工事の終了日およびこどもはっちの再開日は、市ホームページでお知らせします。

【代替場所】はっち5階　レジデンスＢ〈９/12(水)～30(日)予定〉
問�こどもはっちＴ22－5822　こども未来課Ｔ43-9094　はっちＴ22-8228
※現在ご利用いただいているこどもはっちの電話番号は引き続き利用できます。

9/11（火）から1か月程度



35　平成30年（2018）8月号　広報はちのへ

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・定員など 申込方法

夏休み自由研究
「昆虫をさがそう!」  要申込 

8/11（土・祝）10:00〜13:00
【集合】総合案内施設

【内容】不習岳に生息する昆虫の話を聞いたり、昆
虫採集・観察【定員】100人【参加費】500円（昼食、保
険代含む）※かぶと虫のプレゼントあり

8/8（水）まで
に電話で

夏の星団、星雲、銀河を観よう!
 要申込 

8/11（土・祝）19:00〜21:00
【集合】総合案内施設

【内容】満天の星空に輝く天の川や夏の星座の観望 
※星のソムリエによる解説あり

8/9（木）まで
に電話で

山の楽
が っ こ う

校 休6・13・20・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・参加費など 申込方法

そば打ち体験楽校  要申込　 8/5（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の
2日前までに

電話で布編みスリッパの楽校  要申込　 8/12（日）9:00〜15:00 【参加費】3,000円

そばとひまわりの花見週間 8/18（土）〜26（日）
10:00〜15:00

【内容】ひまわりの花の切り取り体験（5本で100円）、
食堂の開設
※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

八戸公園 休6・20・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 定員など 申込方法
 園芸教室　 要申込 　【場所】緑の相談所

秋に咲かせるばら作り
～夏の剪定～ 8/5（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

シャクナゲの育て方 8/26（日）13:00〜16:00 【講師】木
き む ら

村勝
かつしろ

城（八戸シャクナゲ会）【定員】40人
※苗配布予定

電話で

緑の専門相談
「庭木の管理 ～移植ほか～」

8/26（日）10:00〜16:00
緑の相談所

【相談員】久
く ぼ

保えみ子（八戸造園建設業協会）※テーマについて、時間
内に電話又は来園にて個別に相談を受けます（12:00〜13:00除く）

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休6・20・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・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）

葉っぱアート 8/12（日）9：45〜12:00 【内容】葉っぱを使って壁飾り作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

ひんやり森のパフェ 8/26（日）9：45〜12:00 【内容】木の実を使ってパフェの置き物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 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・定員など 申込方法

種差海岸をガイドさんと
歩こう!

8/4〜25の毎週（土）
10：35〜
同センター集合

【内容】ガイドと散策（8/4中須賀、8/11大須賀海岸、
8/18天然芝生地、8/25高岩展望台の各コース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

ビーチコーミング &
コルクボード作り♪
 要申込 

8/18（土）10：30〜14：30
受付10：20〜

【 集合 】種差海岸 イ ン フ ォ
メーションセンター

【内容】大須賀海岸をビーチコーミングしながらト
レッキングし、拾った貝殻や流木でオリジナルの
コルクボードを作る。オリジナルせんべい汁の振
る舞いあり【定員】20人【参加費】500円（保険料込
み・ワンコインバス乗車賃は各自負担）

電話で

ぷらっとプログラム
「ホタテのデコプレート作り」

7/28(土)〜8/26(日)
10：00〜16：00
レクチャールーム

【内容】ホタテ貝に種差海岸の貝殻やビーズやリボンなどで飾り付
けて、オリジナルのデコプレートを作る【参加費】200円
※利用状況により実施できない場合あり
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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 内容・申込方法など

夏の再生品提供
 要申込 

【内容】修理再生した家具（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファ ほか）などを低価格で提供
【対象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】8/18（土）〜26（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、申し込みは16時まで【公開抽選】8/29（水）14:00【当選通知】当選者のみ
はがきで通知【引取期間】9/1（土）〜9（日）※運搬は当選者が行うこと

縄文時代の舟のイメージ
舟形土製品：北海道函館市戸井貝塚出土

縄文時代後期 
幅10.5cm

東北の土器文様が描かれた土偶
土偶：北海道札幌市N30遺跡出土

縄文時代晩期 高さ23.8cm 
札幌市指定文化財

問是川縄文館Ｔ38-9511住是川字横山1
【観覧料】一般300円、大・高校生150円、中・小学生50円(団体料金あり)
【協力機関】北海道教育委員会・北海道博物館・（公財）北海道埋蔵文化財センター・青森県埋蔵文化財調査センター・青森県立郷土館・木古内町

教育委員会・札幌市教育委員会・札幌市埋蔵文化財センター・洞爺湖町教育委員会・長沼町教育委員会・七飯町歴史館・函館市教育委員会・市立
函館博物館・森町教育委員会・むつ市教育委員会

【特別展ギャラリートーク】
日時：会期中の毎週（土）14時〜
　　  ※8/25（土）は10時〜
場所：企画展示室（申込不要・要観覧料）

【特別展考古学講座】  要申込 

日時：8/25（土）14時〜16時
場所：体験交流室 
定員：100人
演題：北からみる縄文-くらしと交流-
講師： 長

ながぬま

沼 孝
たかし

〈(公財)北海道埋蔵文化財センター〉

津軽海峡を越えて育まれた縄文文化を発信 !

7/21土-9/2日

日本列島の北部を横断する津軽海峡。北海道と北東北の縄文人は海をわたって交流を深め、豊か
な文化を育んでいました。津軽海峡は今も昔もヒトとモノをつなぐ「海の道」だったのです。
北海道と北東北の縄文遺跡からみつかった地域の交流を示す出土品などをたくさん集め、海峡を
越えて育まれた縄文人の文化やくらしを紹介し、「津軽海峡文化圏」の実態に迫ります。
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〈第38回八戸花火大会開催に伴うサポーター募集〉
八戸花火大会は多くのボランティアの協力のもと成り立っています。
個人で、または学校の友人や職場の仲間などのグループでのボランティア参加を募集しています。

【日時】▷8/18（土）9:00〜12:00（設営準備）▷8/19（日）①9:00〜13:30（会場設営）②18:00〜22:30（撤去作業・花火観覧あり）
　　　※19日弁当あり。19日の②午後の部は、高校生は参加できません。

【場所】館鼻漁港
【内容】バリケード設置、ブルーシート貼り、ゴミ拾いなど
【対象】16歳以上（高校生以上）・一般※館鼻漁港までの交通手段(当日の駐車場あり)のある人
【定員】各日50人程度

第3回全国スポーツ流鏑馬八戸大会
●日時8/11（土・祝）10:00〜14:00●場所櫛引八幡宮
●内容流鏑馬競技大会、乗馬・弓矢体験など●入場料無料
問全国スポーツ流鏑馬八戸大会実行委員会事務局
Ｔ0176-26-2945

「ロボット教室」（子どもゆめ基金） 要申込 

【共通】●場所児童科学館●参加費無料
●申込期限8/24（金）までに、氏名、学年、教室名、連絡方
法（電話番号）を記入し、Ｅメールで※抽選の場合、当選者
へ25（土）午前に連絡モトロボット作りを楽しむ会(小松崎）
Ｔ20-2465Ｅkomatsu@htv-net.ne.jp

【親子ロボット教室】
●日時9/2（日）9:30〜12:30●内容リモコンロボットの
作製●対象小学生低学年（保護者同伴）●定員15人

【ロボット教室】
●日時9/9（日）9:30〜15:30●内容プログラムで動くロ
ボットの作製●対象小学5年生以上●定員15人

朝活!大人のための青果市場見学会  要申込 

●日時8/25（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）●内容普段は入ること
ができない朝の活気あふれる青果市場を見学し、流通の
仕組みや食文化などについて学ぶ●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人程

度●参加費500円（簡単な朝食とフルーツの試食あり）●
申込期間8/1（水）〜10（金）※土日除く
モト電話で八戸市中央卸売市場管理事務所Ｔ28-8888

合気道体験教室
●日時8/18（土）13:30〜15:00●場所八戸市武道館●
内容合気道で護身術を学ぶ※運動しやすい服装で●対
象小学生以上（小学生は保護者同伴）●参加費無料
問合気道八戸道場（島田）Ｔ080-1847-1174 

第8回メディカルコート夏まつり
～夏だ!今年はハワイアンだ!～
●日時7/28（土）13:00〜16:00●場所メディカルコー
ト八戸西病院●内容フラダンス、スタンプラリー＆抽
選会、健康相談、医療安全・感染対策コーナー、バルー
ンアート、キッズコーナー、低糖質カフェ、屋台など。
花火大会（19:30〜雨天時順延）●参加費無料
問メディカルコート八戸西病院Ｔ28-4000

八戸歯科医師会「よい歯の先輩コンクール」募集
●対象9月8日現在で70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（水）〜20（月）に、最寄りの歯科医院
で審査を受けて申し込む※審査は無料
問八戸歯科医師会Ｔ46-0161

八戸工業高等専門学校公開講座　 要申込 

【共通】場所八戸高専　参加費無料（別途傷害保険料あり）
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「水の環境調査」】
●日時8/4（土）10:00〜16:00●対象中学生、保護者、中学
校教員●定員10人●申込期間7/25（水）まで

【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8/18（土）9:00〜12:30●対象小学生（保護者同
伴）●定員24人●申込期間7/30（月）まで

【環境都市・建築デザインコース「ブリッジコンテスト」】
●日時9/1（土）10:00〜15:30●対象中学生、保護者、中
学校教員●定員16人●申込期間8/1（水）～8/22（水）

陸上自衛隊八戸駐屯地納涼盆踊り大会（一般開放）
●日時8/8（水）開門17:00〜閉門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、
女性自衛官によるフラッグ隊演技、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※入場無料・駐車場完備
問陸上自衛隊八戸駐屯地司令業務室
Ｔ28-3111（内線2065）

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」
あおもりの企業の魅力を再発見!あおもり県企業内容説
明会 参加企業募集
●日時10/13（土）10:30〜16:30●場所八戸パークホテ
ル●内容学生や教職員に地元企業の魅力を深く知って
もらう●対象企業県内に事業所を置く企業●申込方法
8/3（金）までにWebフォームよりお申し込みください。
モト八戸工業高等専門学校 総務課 地域連携係
Ｔ27-7239Ｅ renkei-o@hachinohe-ct.ac.jp
ホhachinohe-ct.ac.jp/coc/project/2018/06/000851.php

市民伝言板

8/19日19:00～20:30（予定） 館
た て は な

鼻漁港
JR 八戸線増便 ! 陸奥湊駅発 21:18八戸花火大会

「八戸はなサポ」
を募集します!

応募締切：8/6月

【共通】モト八戸花火大会大会委員会（八戸観光コンベンション協会内）Ｔ41-1661


