
平成31年（2019）4月号　広報はちのへ　30

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

はちのへ公園 春まつり

はちのへ公園 春まつり

4/28（日）-5/6（月・休）

博物館 休8・15・22　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111  Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1※入館料あり
改修工事のため3月中旬から7月下旬まで、エレベーターは使用できません。

行事名 日時 内容・対象・定員など 申込方法
根城史跡ボランティア
ガイド養成講座  要申込 

4/19(金)〜21（日）
各日13：00〜15：00

【対象】ボランティアガイドの活動に興味・関心のあ
る人【講師】同館学芸員

前日までに
電話で

企画展 「新収蔵資料展」 4/27(土)〜5/26（日） 【内容】30年度に寄贈された資料を展示
博物館無料開放 4/28(日)は「史跡根城さくらまつり」のため無料開放
館外フィールドワーク

「八戸城下めぐり」  要申込 
5/18(土）9：00〜12：00 【内容】中心街にある城下町の名残を歩いて巡る

【対象】15人
4/30（火・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

● 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。

4月の

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休8・15・22　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 内容・材料費など 申込方法
城の日 4/6（土）9：00〜12：00 【内容】鎧と小袖姿のスタッフが来場者をお出迎え（記念品贈呈あり）
史跡根城さくらまつり 4/28（日）は無料開放
根城おもしろ講座  要申込 

「初心者講座　短歌
〜しだれ桜をうたう〜」

4/28（日）10：00〜12：00 【内容】根城で短歌を詠む【講師】木
き だ ち

立徹
とおる

 ( 北奥羽短
歌協会)【対象】小学生以上【定員】30人

前日までに
電話で

体験教室で八戸の文化に触れよう!いつでもどなたでも体験できます!　※団体の場合は事前に要相談

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（デコ）コース【所要時間】約90分【材料費】1,900円

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
な ん ご う

郷歴史民俗資料館 休8・15・22　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 内容
常設展 【内容】「昭和」をテーマに、戦後の町並みや住宅の居間などを再現。当時の道具・製品などを展示

是
こ れ か わ

川縄文館 休1・8・15・22・29　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392　住是川字横山1
※観覧料あり　 

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

企画展
｢堀りdayはちのへ」展 4/27（土）〜6/23（日）

【内容】平成30年度の遺跡発掘調査の最新成果を紹介。八戸城跡出
土の弥生土器、雷

いかずち

遺跡の古代〜近世集落、石橋遺跡出土の近世墓の
副葬品、新田城跡・櫛引遺跡出土の陶磁器など、発掘調査で明らか
となった八戸の新たな歴史を見ることができます。

日曜日縄文体験コーナー 4/7〜7/14の毎週（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、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【料金】100円〜1,000円
※各体験は材料がなくなり次第終了。粘土を使う
体験については要相談。

申込不要

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。

ステージイベントやフリーマーケット、また野外売店なども満
喫しながら、桜の下でのんびりとお花見を楽しんでみませんか。



31　平成31年（2019）4月号　広報はちのへ

市立図書館 休26　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 内容 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【本屋大賞作品展!4/10（水）〜5/6（月・休）】 【こどもの読書週間企画展示 はらぺこあおむし生誕50
周年展 4/27（土）〜5/12（日）】【これからはじめる園芸・ガーデニング展 4/17（水）〜5/6（月・休）】

こどもの読書週間行事
「わらべうたと絵本を

楽しむ会」   要申込 

4/27（土）
①10:00〜10:40
②11:00〜11:40

【対象】1〜3歳までの幼児とその保護者
【定員】各回15組（どちらか1回の参加）

4/5（金）より
電話または
直接来館

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

4/11（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
※初めて参加する人は、事前連絡必要

電話または
直接来館

図書情報センター 休26　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 内容など
おすすめ図書展示・貸出 【八戸駅前ミュージカル 3/30（土）〜4/25（木）】　【えいがになったおはなし 3/30（土）〜5/30（木)】
おそらにうかべ!こいのぼり 4/20（土）〜5/12（日） 【内容】おりがみでこいのぼりを作り館内に飾るイベント

南
な ん ご う

郷図書館 休26　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・内容・対象など 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【新生活応援 3/30（土）〜4/25（木）】　【ほんのなかのヒーロー 3/30（土）〜4/25（木）】
春のおはなし会 4/21（日）11：00〜12：00 【内容】季節のおはなし会※どなたでも参加できます。 申込不要

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

児童科学館（視聴覚センター）休8・15・22　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・定員など 申込方法
プラネタリウム「神話でめ
ぐる春の星座〜マダム☆ノ
ブコと星めぐり〜」  有料 

【日時】4/1（月）〜30（火・休）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）①〜④、春休み期間中①〜④【団体】平日①②③

団体のみ
電話で

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

４
月
13
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 風を見た少年　▷17:30〜 今度の日曜日に

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】神話でめぐる春の星座〜マダム☆ノブコと
星めぐり〜

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】春の星空（月、オリオン座ベテルギウス ほか）

４
月
27
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 世界名作アニメ「シンデレラ」
▷17:30〜 ナショナルジオグラフィック「フクロウ」

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】神話でめぐる春の星座〜マダム☆ノブコと

星めぐり〜
18:00〜（生解説） 【内容】星空散歩「春の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】春の星空（おとめ座＆しし座の二重星 ほか） 

春休みおたのしみ劇場 3/26（火）〜4/7（日）
10:00〜16:00 【内容】春休み期間中、アニメなどを上映 申込不要

おたのしみ劇場 ①4/14②21③28の各（日）
10:00〜16:00

【内容】①まんが日本昔ばなし「くわず女房」 ほか
②がんばれスイミー ほか③年中行事 Part1「なか
よし鯉のぼり」 ほか

申込不要

映像利用学習会 4/13（土）13:00〜15:00
【内容】星空案内人（星のソムリエ）講座紹介
【講師】澤

さ わ だ

田公
こうえつ

悦（同科学館副館長）
申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
※3/26（火）〜4/7（日）は毎日

【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

要チケット
（当日受付）

星空案内人（星のソムリエ）
講座　受講生募集  要申込 

【内容】天体に関する知識、望遠鏡の操作方法などを学び「星空案内人」の資格が取得できる
【活動日時】初回は5/18（土）の18:30〜21:00。その後10月まで2週間に1回程度（19:00〜21:00）
【対象】一般【定員】40人【参加費】8,000円（テキスト代含む）
申4/13（土）〜5/9（木）に電話、FAX、Eメールまたは郵送で
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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

八戸ブックセンター 休2・9・16・23・30　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 申込方法

ブックドリンクス 3/29、4/26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
太
お お た

田泰
やす

友
とも

ブックアート展
背を見て育つ

4/21（日）まで
【内容】ブックアートにおけるドイツの最高学位マ

イスターシューラー号を日本人初で取得し、ブック
アーティストとして活躍する太田泰友作品を展示

申込不要

クロージングイベント
 要申込 

4/21（日）15:00〜16:30
【内容】展示監修者の太田泰友と、八戸ブックセン

ターディレクション担当の内
うちぬま

沼晋
し ん た ろ う

太郎によるトー 
クイベント

電話・HPで

マリエント（水産科学館）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

行事名 日時・場所 内容

企
画
展

祝 新元号！
ありがとう「平成」
こんにちは「新年号」
祝〜入学おめでとう展

4/1（月）〜30（火・休）
3階　展示室

【内容】新1年生となる子どもたちの入学と進学をお祝いし、魚たち
が一緒に仲良く泳ぐ姿や、入学式をイメージして魚の親子や春に
咲く桜を始めとした花々のような色とりどりの魚たちを展示

サケ成長日記2019 5月中旬まで（予定）
3階　展示室

【内容】新井田川漁業協同組合提供のサケの受精卵のふ化から放流
するまで、成長する様子を展示・紹介

クリオネ展 4月頃まで（予定）
3階　展示室

【内容】流氷の妖精クリオネを展示
※海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「桜」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▷海の不思議BOX

4階 八戸写真研究会
2019展

4/20（土）〜5/19（日）
展示ホール

【内容】蕪島から始まる種差海岸の風景からマリエントの魚たちの
姿まで13人の会員が思い思いの方法で自分の世界を表現

マリエント市2019　開催 5/1（水・祝）〜6（月・休） 【内容】手作り商品や体験コーナーなど

募
集

マリエント「ちきゅう」
たんけんクラブ会員募集
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の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
※詳細は、問い合わせまたはホームページをご覧ください

展示ホール利用者
大募集! 【内容】4階と5階展示ホールを利用した写真や作品などの展示を大募集!

五月人形募集！ 【内容】お家で眠っている五月人形をマリエントで飾りませんか？

種
た ね さ し

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
企画展「種差海岸インフォ
メーションセンター1年間の
総集編（仮）」

4/1（月）〜30（火・休）
【内容】30年度に実施した地域連携プログラムの様

子やぷらっとプログラムで作成した自然物を利用
した工作などを紹介

申込不要

民宿の女将さんに学ぶ!
きんか餅＆ゆべし作り   要申込 

4/8（月）11:00〜13:00 【内容】南部地方で昔から親しまれているお菓子「きん
か餅」と「ゆべし」を作る。【参加費】700円【定員】20人 電話で

 ぷらっとプログラム【場所】レクチャールーム  ※利用状況により実施できない場合あり

貝殻のペンダント作り 4/13(土)〜21(日)
10:00〜16:00

【内容】ペンダントトップに貝殻で飾りつけをして、
貝殻のペンダント作り【参加費】200円 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

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

きのこの植菌体験会
 要申込 

4/14（日）10:00〜13:00
【定員】50人【参加費】500円（昼食・保険代含む）

※ホダ木の持ち帰り1本500円、2本目から1,000円
（小雨決行）

4/11（木）まで
に電話で

春の山野草観賞会
 要申込 

4/21（日）10:00〜13:00 【定員】50人【参加費】500円（昼食・保険代含む）
※花苗のプレゼントあり（小雨決行）

4/18（木）まで
に電話で

市民の森 不習岳 山開き 4/27（土）10:00〜10:15 【内容】不習岳の山開きを行い、今年1年の安全を祈
願する（小雨決行）　問農林畜産課Ｔ43-9052 申込不要

市民の森
アウトドアクッキング体験
 要申込 

4/27（土）10:30〜13:00
【内容】ダッチオーブンやピザ釜を使って料理を作る【対象】小学生

以上【定員】8組（1組4人程度）【参加費】1人500円モト4/12（金）まで
に市緑化推進委員会事務局（農林畜産課内）Ｔ43-9052

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休8・15　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）

ゆかいな動物クリップ 4/7（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルを使って動物のクリップ作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

森のこいのぼり工作 4/21（日）9:45〜12:00 【内容】木の実や枝を使ってこいのぼりの置き物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

八戸公園 休8・15　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

八戸公園こどもの国遊園地
オープン

【期間】4/1（月）〜11月上旬〈毎週（月）休園日※祝または振替休日のときはその翌日〉
【時間】9:00〜16:45（17:00閉園）　※4月1日は月曜日ですが、開園します。
【内容】開園期間中はバーベキューサイト利用可能。三八五・こども館は通年利用可能。ソリゲレ

ンデは、安全対策上、気象状況・ゲレンデ状況により利用できない場合があり（ソリは持参）

はちのへ公園春まつり
【期間】4/28（日）〜5/6（月・休）
【内容】2,000本の桜が咲き誇る県南最大の春まつり。連日チアリーディングや吹奏楽、ジャズ演奏、

歌謡ショーなどのイベント、野外売店、フリーマーケットと盛りだくさん。
 園芸教室　 要申込 　場所 :緑の相談所　研修室

エビネの育て方 4/7（日）10:00〜12:00 【講師】大
お お く ぼ

久保博
ひろみつ

光（八戸エビネ愛好会）【定員】40人 電話で同園へ

盆栽の楽しみ方
〜仕立て方・管理〜 4/7（日）13:00〜16:00 【講師】佐

さ が わ と よ し

川豊志（盆栽園経営）【定員】20人
【参加費】1,000円（実際に仕立てたい人のみ有料）

前日までに
電話で

山野草の育て方
〜植替えほか〜 4/14（日）13:00〜16:00 【講師】赤

あかがわ

川泰
たいぞう

三（山野草アドバイザー）【定員】40人 電話で同園へ

洋ランの育て方 4/21（日）13:00〜16:00 【講師】沼
ぬまだて

舘毅
つよし

 （青森蘭友会）【定員】40人 電話で同園へ
 緑の専門相談　場所 :緑の相談所　※ テーマについて、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。

バラの育て方
〜植付け・肥料・剪

せん

定ほか〜 4/7（日）10:00〜16:00 【相談員】福
ふくしま

島昭
あ き よ

代（八戸ばら会）

庭の土作りと肥料 4/14（日）10:00〜16:00
【相談員】久

く ぼ

保えみ子（八戸造園建設業協会）庭木の植付けと管理 4/21（日）10:00〜16:00

山の楽
が っ こ う

校 休1・8・15・22・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・参加費 申込方法

そば打ち体験楽校  要申込 4/7（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の
2日前までに

電話でそばとうどんの楽校  要申込 4/21（日）9:00〜12:00 【参加費】2,000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

八戸ポータルミュージアム はっち 休9　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 内容など 申込方法

2019 春・板
いたばし

橋文
ふ み お

夫 古稀
祝・東北ツアーライブ
板橋文夫 FIT!with 類

る い け

家心
しんぺい

平

4/6（土）18:30〜20:30
2階　シアター2

【内容】疾走するピアニスト・板橋文夫と八戸出身トランペッター類
家心平ら5ピースのジャズライブ【チケット】 前売券3,000円（当日
券3,500円）【チケット取り扱い】はっちインフォメーション

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

4/24（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

和日カフェ〜日本文化に親しむ日〜

こけ玉とミニ盆栽
 要申込 

4/21（日）10：00〜15：00
1階　ギャラリー1

【内容】こけ玉およびミニ盆栽の体験。ミニ盆栽などの販売あり。
体験は11：00〜15：00（全3回）開催【定員】10人【参加費】1,000円
申EメールでＥas03073217@gmail.com

和雑貨づくり
 一部予約優先 

4/21（日）10：00〜16：00
1階　シアター1

【内容】つまみ細工、金継ぎ、「墨流し」で御朱印帳づくり
【参加費】500円〜
申Eメールで Ｅmonicarika@yahoo.co.jp（金継ぎについて） 

Ｅhachikuru17@gmail.com（御朱印帳づくりについて）

花見茶席 4/21（日）10：00〜15：00
3階　和のスタジオ 【内容】お茶席【参加費】300円 申込不要

こどもはっち 休9　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・対象など 申込方法
ふたごさん＆そっくり家族 
大集合!  要申込 

4/7（日）10:30〜11:30
1階　はっちひろば

【内容】以心伝心ゲームや得意芸コーナー、おたの
しみ抽選会など【定員】50組 電話で

市制施行90周年記念
青森初!縄文から愛をこめて
〜こうのとりプレママパパ
フェスタ〜

4/14（日）10:00〜15：00
1階　はっちひろば

【内容】ママ・パパになる人への応援ライブや、プロカメラマンによ
るマタニティ記念フォト、マタニティー＆新生児用品のおさがり
提供など。ハッピー抽選会もあります。

【不要になったマタニティー・新生児用品募集】〜4/12（金）まで

ゴールデンウィーク
ファミリー運動会  要申込 

5/6（月・休)10:00〜13:00
1階　はっちひろば

【内容】ハイハイレース・パン食い競争・着せ替え競
争など【対象】就学前親子【定員】44組【参加費】子ど
も一人200円

4/5（金）から
電話で

【訂正のおしらせ】
広報はちのへ3月号 No.1327（2月20日発行）において表紙の説明文に誤りがありました。
以下のとおりとなりますので、お詫びして訂正します。

広報はちのへ3月号　表紙「祝　成人」
1月13日（日）、東体育館で平成31年（[誤]平成30年）八戸市成人式が行われました。この日成人式を迎えたのは、平
成10年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた2,035人。（[ 誤 ]2,046人。）そのうち、1,775人（[ 誤 ]1,736人）が
東体育館に集い、仲間との再会を喜んでいました。

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 内容・定員・持ち物など 申込方法

エコ布ぞうり作り教室
 要申込 

4/13（土）9:00〜12:00
【内容】着古したTシャツを使って布ぞうり作り
【定員】5人【持ち物】T なるべく大きい T シャツ4枚、

裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30cm定規 3/26（火）から
電話で

ペットボトル風車作り教室
 要申込 

4/20（土）10:00〜12:00
【内容】ペットボトルを使って風車作り【定員】5人
【持ち物】500ml ペットボトル2本（すすいで乾燥さ

せたもの）、針金ハンガー2本、軍手


