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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

博物館 休10・17・24　開9:0017:00　Ｔ44‒8111  Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1※入館料あり
エレベーターは、改修工事中のため、3月中旬から7月下旬まで使用できません。

行事名 日時 内容・対象・定員など 申込方法
博物館クラブ
草木染め  要申込 

6/15(土）
10:00～12:00

【対象】小中学生（小学生以下は保護者同伴）
【定員】15組【参加費】600円～【講師】天

あまない

内みどり
5/21（火）から
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。

6月の

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休10・17・24　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 内容など 申込方法

根城おもしろ講座
歴史講演会 6/2（日）10:00～12:00 【演題】戦国期の女性の装い【講師】佐

さ た

多芳
よしひこ

彦（立正大学）
【対象】一般【定員】100人

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10・17・24　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 併催行事
「あなたの昭和の1ページ」
写真募集

【内容】今夏開催する特別展「写真家が捉えた昭和のこども」期間中に館内に展示する皆さんの「昭
和」の写真を大募集【募集期間】6/1（土）～7/31（水）【応募方法】郵送または直接来館
※詳細は、ホームページ、または市内公共施設などで配付する募集要項をご覧ください。

島守四十八社めぐり
 要申込 

6/7（金）9:00～16:00
【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】島守四十八社を巡り、歴史や民俗を紹介。
※マイクロバスで移動、動きやすい服装で
【定員】24人【持ち物】昼食

5/24（金）から
電話で

八戸ブックセンター 休4・11・18・25　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 5/31、6/28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「ブックデザイ
ナーの仕様書展」 7/21（日）まで 【内容】町

まちぐち

口覚
さとし

、大
おおにし

西隆
たかすけ

介、佐
さ と う

藤亜
あ さ み

沙美がブックデザ
インを手がけた本の仕様書を実物の本と共に展示。

申込不要

ギャラリートーク  要申込 6/15（土）15:00～ 【内容】大
おおにし

西隆
たかすけ

介、佐
さ と う

藤亜
あ さ み

沙美を招いてイベントを実施、
聞き手は内

うちぬま

沼晋
しんたろう

太郎。
電話、ＨＰで

アカデミックトーク  要申込 
「街かどミュージアム春期展 
能楽百番『生誕150年記念
月
つきおか

岡耕
こうぎょ

漁』-珠玉の伝統木版
画が奏でる幽玄の美-解説」

6/1（土）14:00～16:00

【内容】街かどミュージアムで開催中の展覧会を解
説するトークイベント。関連の書籍を開きながら
展示作品を深く読み解く。【講師】小

お ぐ ら

倉学
まなぶ

(街かど
ミュージアム館)

電話、ＨＰで

館内の見学・視察について 施設の利用方法や楽しみ方を紹介する館内ツアーを随時実施。ワークショップ形式で楽しめる
プログラムもありますので、お問い合わせください。※団体での見学・視察も対応

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

図書情報センター 休28　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 【クリーンで行こう！ 6/1（土）～27（木）】　【むし・どうぶつ 6/1（土)～7/30（火）】

南
な ん ご う

郷図書館 休28　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 【ツルッと麵 6/1（土）～27（木）】　【できることから少しずつ 6/1（土）～27（木）】

1日体験! 図書館司書
 要申込 

6/15（土）9:45～12:00
【内容】本の貸し出しや普段入れない場所の見学、調べ
ものクイズなどを通じて図書館のお仕事を体験。
【対象】小学生～高校生（付き添い可）【定員】15人

電話または
直接来館

児童科学館（視聴覚センター）休3・10・17・24　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  有料 
「クレヨンしんちゃん　星空
と学校の七不思議だゾ!」

【日時】6/1（土）～30（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）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

６
月
８
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00～ だるまちゃんととらのこちゃん　だるまちゃんとうさぎちゃん
▷17:30～ 八戸いか物語 もっと身近にイカのいろいろ

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】クレヨンしんちゃん　星空と学校の七不思
議だゾ!

市民星空観望会 18:00～19:45 【内容】初夏の星空（月、おとめ座のお話 ほか）

６
月
22
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00～ まんが日本昔ばなし「七夕さま　ほか」
▷17:30～ 日本名作映画「お茶漬の味」

申込不要夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） 【内容】クレヨンしんちゃん　星空と学校の七不思

議だゾ！
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（水星、木星 ほか） 

おたのしみ劇場
①6/2 ②6/9 ③6/16 
④6/23⑤6/30の各（日）
10:00～11:00

【内容】①ミッキーマウス１ ほか②森のなかまたち ほ
か③どんぐりと山猫 ほか④ドナルドダック１ ほか
⑤まんが日本昔ばなし1 さるかに合戦 ほか

申込不要

市立図書館 映像利用鑑賞会 6/26（水）13:30～16:00 【内容】日本名作映画｢雨月物語｣ 申込不要

科学館KIDS工房 毎週(土)(日)(祝)
10:00～16:00

【内容】マカロンストラップなどの工作体験
【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）

市立図書館 休28　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 【環境問題を考える 6/1（土）～18（火）】【快適な暮らしお役立ち本 6/1（土）～27（木）】
【マイブッククーポンおすすめ本 6/19（水）～7/15（月･祝）】

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

6/13（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

第1回　市史講座
（演題と講師の変更） 5/25（土）10:00～12:00 【演題】八戸が生んだモダンボーイ   北

きたむら

村小
こ ま つ

松【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
申込不要

第2回　市史講座 6/22（土）10:00～12:00
【演題】二宮金次郎像と学校～南部地方を事例に、
報徳思想を問う～【講師】小

こいずみ

泉敦
あつし

（三戸町立杉沢小中
学校）【定員】50人

申込不要

調べる学習チャレンジ講座
 要申込

6/29（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年生～6年生、中学生、保護者

電話または
直接来館
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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11　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

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

6/12(水）・26（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～
小紋や紬の着物を
着てみましょう

6/16（日）10：30～15:00
1階　ギャラリー1

【内容】着物の着付体験（館内散策可）、帯結びの展
示など【体験料】500円 申込不要

時代劇ドラマの体験 6/16（日）13:00～15:00
1階　シアター1

【内容】テレビの時代劇ドラマ（水戸黄門）の名場面
の体験 申込不要

紫陽花茶席 6/16（日）10:00～15:00
3階　和のスタジオ・八庵 【内容】お茶席、座禅体験（無料）【参加費】400円 申込不要

デーリー文芸天位入選作品
遊書・杉

すぎもと

本敦
あ つ こ

子色紙展
PART VIII

6/19 (水)～23(日）
10:00～18:00
(最終日は17:00まで）
1階　ギャラリー1

デーリー東北に掲載された天位入選作品を書家の
杉本敦子さんが色紙書写作品に仕上げました。 申込不要

屋内クラフト市「はっち市」
出展者募集中

【内容】全国からクラフト作家が大集合する恒例の「はっち市」に出展してみませんか。
【出展期間】11/22（金）～24（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】6/16（日）（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

こどもはっち 休11　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

転勤ママひろば 6/3（月）10:30～11:10
4階　こどもはっち内

【内容】県外出身のママや八戸に転勤してきた人を
対象とした交流サークル。 申込不要

春夏物の
おさがり掘り出し市

6/9(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〈5/31(金)まで募集〉

はちのへおもちゃ病院 6/16（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） 申込不要

ひきこもり 家族交流会 6/16（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

こどもはっちオレンジデー 6/23(日)9:30～12:30
4階　こどもはっち内

【内容】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※通常の利用は13時から

申込不要
（団体の場合
要予約）

こどもはっち
グッド・トイランド

6/23（日)10:00～15:00
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。 申込不要

劇団風の子文化公演 6/26（水)11:00開演
2階　シアター2

【演目】山を越え川を越え【内容】楽しい劇やおはな
しが盛りだくさん。 申込不要

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

6/30（日)10:00～
5階　レジデンスA

【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

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
ペットボトルフラワー作り
教室  要申込 6/15(土)10:00～12:00 【内容】ペットボトルを使ってお花作り【定員】5人

【持ち物】ペットボトル3本（すすいで乾燥させたもの）
5/28（火）から
電話でエコ布ぞうり作り教室

 要申込 
6/22（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】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、30㎝ 定規
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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、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。

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 6/2（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】650円（保険料・昼食代含む）

5/30（木）まで
に電話で

ロープを使って木登り体験
 要申込 

6/16（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】650円（保険料・
昼食代含む）

6/13（木）まで
に電話で

山の楽
が っ こ う

校 休3・10・17・24　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 6/2（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円 開催日の
2日前までに
電話でエコクラフトの楽校  要申込 6/16（日）9:00～15:00 【参加費】2,000円～2,500円

是
こ れ か わ

川縄文館 休10・17・24　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
「掘りdayはちのへ」展 6/23（日）まで

【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

いかづち

遺跡の古代～近世集落、石橋遺跡出土
の近世の墓地の副葬品、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学できます。

ギャラリートーク 6/8（土）10:30～ 【内容】発掘調査を行った担当者がみどころを解説
※常設展料金が必要 申込不要

これかわ考古学クラブ①
（全４回） 要申込 6/1（土）10:00～12:00

【内容】是川縄文館バックヤードツアーほか【講師】
同館学芸員【対象】小学5年生～中学3年生【定員】30
人【料金】100円（保険料）【持ち物】筆記用具

電話・FAX、
直接来館

日曜日縄文体験コーナー 6/2～7/14の毎週（日）
9:30～16:00

【内容】火起こし、縄文土器・土偶作り、土器の文様拓
本、編

あんぎん

布編み、琥珀・滑石の勾
まがたま

玉作りなど【料金】100
円～1,000円　※材料がなくなり次第終了

申込不要

サポートスタッフ研修会
③～⑥（全6回）  要申込 

③6/  8（土）14:00～16:00
④6/22（土）14:00～16:00
⑤6/28（金）   7:30～17:30
⑥6/29（土）14:00～16:00

【内容】③是川縄文館常設展示解説④是川遺跡・縄文
学習館のガイドについて⑤博物館研修（希望者の
み・別途費用あり）⑥縄文土偶作り実習【講師】同館
学芸員・是川縄文ボランティア【定員】30人【持ち物】
筆記用具

各前日までに
電話・FAX、
直接来館

考古学講座②  要申込 6/15（土）14:00～16:00
【演題】円筒土器文化の地域性と三内丸山遺跡
【講師】茅

ち の

野嘉
よ し お

雄（青森県教育庁 三内丸山遺跡セン
ター）【定員】100人【持ち物】筆記用具

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。

合掌土偶の貸出期間中は
複製品などを展示します

【展覧会名】国宝 土偶展【場所】長野県立歴史館【展示期間】10/26～11/10【貸出期間】10月～11月
※ 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
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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（水産科学館）休なし 開9:00～17:00（6月～8月は18:00まで）　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 こんにちは「令和」
父の日ありがとう展

6/9（日）～30（日）
3階　展示室

【内容】イクメンな魚たちをはじめ、見た目や名前からお父さんを連
想させる魚たちや、魚の親子などを展示。

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「七夕」ツリー①10:30～②13:00～　▷エサやり体験15:00～
▷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

えんぴつで描いた
生き物いろいろ
木
き べ
部一
かずき
樹 作品展

5/25（土）～6/23（日）
展示ホール

【内容】県出身の画家 木部一樹による、鳥や魚、動植物など、これま
で描いてきた鉛筆画約30点を展示・紹介。

アオウミガメ
健康診断

6/28（金）10:45
シンボルコート

【内容】アオウミガメ“げんき”の大きさや体重の測定、ブラシを持っ
て甲羅磨きを行います。ぜひ、ご参加ください！

5階 山野草展 6/15（土）～21（金）
展示ホール

【内容】可憐に咲き誇る山野草、いち早く初夏の花々や植物をお届け
します。※展示販売あり

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。
種差の魅力大研究 6/22（土） 【内容】種差海岸をはじめとする三陸ジオパークの新たな魅力を発見

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

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 

6/1（土）13:30～16:00
（受付時間13:00～）

【内容】親の愛情が子どもの心に届き、子ども自身の「育ち」を引き出
すコミュニケーションについて、「教育コーチング」・「パパ・ママコー
チング」の手法から学ぶ。【講師】永

ながい

井智
ともゆき

幸（日本青少年育成協会）
【定員】120人【申込方法】5/29（水）（必着）までに、住所・氏名・電話
（FAX）番号・「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まで
※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 

6/13（木）・14（金）
13:30～16:30
（受付時間13:15～）

【内容】写真挿入、ワードアートの作成・編集方法、図形の作成など
Wordの基礎・基本を学ぶ。（2日間受講）【対象】18歳以上の社会人
【定員】20人【申込方法】6/7（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（お持ちの人）・「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
まで※応募多数の場合は抽選

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

漁師さんと!磯遊び＆ウニの
殻むき体験   要申込 6/16（日）10:00～12:00

【内容】種差漁港までトレッキングをした後、漁港
内での磯遊びやウニの殻むき体験を楽しむ。むい
たウニの試食あり。帰り道は、ゴミ拾いをして自然
へ恩返し。【定員】20人【参加費】1,500円

電話で

図書展示「東
ひがしやま

山魁
か い い

夷」 6/1（土）～30（日） 【内容】種差海岸を題材とした「道」を描いた東山魁夷
の関連本を館内の図書コーナーで紹介。 申込不要

 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

オリジナル瓶作り 6/1(土)～23(日)
10:00～16:00

【内容】種差海岸の貝殻や木の実、ビーズなどを使っ
て小物入れ瓶をデコレーション【参加費】300円 申込不要



39　令和元年（2019）6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

市民伝言板

第12回青森県民スポーツ・レクリエーション祭  要申込 
【ふれあいボウリング】●日時7/7（日）8:30～
●場所ゆりの木ボウル●参加費500円～900円
モト6/5（水）までに青森県ボウリング連盟事務局
Ｔ080-1835-2356 

中高年再就職支援セミナー  要申込 
●日時6/27（木）13:30～15:30●場所ユートリー●内容採
用されるための就職活動のポイント、応募書類、面接など
(終了後個別相談あり)●対象45歳以上の求職中の人
●定員15人●参加費無料
モトネクストキャリアセンターあおもりＴ017-723-6350

第26回琴城流大正琴八戸琴華会発表会
●日時6/1（土）10:30開演●場所八戸パークホテル
問琴城流大正琴振興会・八戸琴華会Ｔ28-4229

八戸水産高等学校実習船「青森丸」小学生体験航海  要申込 
●日時7/6（土）8:30～15:00●集合場所館鼻岸壁（第3魚
市場裏側）●内容階上沖までのクルージング、船内見学、
ロープワーク・釣り体験など（悪天候により航海中止の場
合は船内見学などを行う）●対象小学5・6年生と引率で
きる保護者または教員●定員20人（5人以下で中止）
●参加費無料（傷害保険は主催者負担）●持ち物昼食、運
動靴、帽子、飲み物、タオル、雨具（動きやすい服装で）
モト6/14（金）までに、電話で八戸水産高等学校実習船管
理部Ｔ33-0023

親子でロボット作りを楽しもう（子どもゆめ基金）  要申込 
【共通】●場所児童科学館●対象小学生低学年（保護者同
伴）●定員15人●参加費・材料費無料
※申し込み多数の場合は抽選
モト氏名・学年・電話番号・教室名を記入し、Ｅメールで
ロボット作りを楽しむ会(小松崎）Ｔ20-2465
Ｅkomatsu@htv-net.ne.jp
【第1回親子ロボット教室】
●日時6/9（日）9:30～15:00●内容キャタピラ型ロボット
などの製作●申込期限5/31（金）●参加通知6/1（土）に参
加者のみへ
【第2回親子ロボット教室】
●日時6/23（日）9:30～15:00●内容2足（レゴパーツ）型
ロボットなどの製作●申込期限6/14（金）●参加通知
6/15（土）に参加者のみへ

八戸公園内 三八五・こども館 休3・10・17・24　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）

森のてるてるぼうず 6/2（日）9:45～12:00 【内容】木のメダルを使って、てるてるぼうず作り
【対象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

父の日工作
「おとうさんストラップ」 6/16（日）9:45～12:00 【内容】木のメダルを使って、父の日のプレゼント作

り【対象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

八戸公園 休3・10・17・24　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 申込方法
 展示会
春のバラ展 ①6/8（土）10:00～17:00　②6/9（日）9:30～16:00（主催:八戸ばら会）
アジサイ展 ①6/29（土）9:30～17:00　②6/30（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。

多肉植物の寄せ植え 6/2（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

6/1（土）まで
に電話で

プリザーブドフラワーで
作るコサージュ 6/9（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【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、持
ち帰り用の袋

6/7（金）まで
に電話で

草花の植え付けと管理 6/14（金）13:00～16:00
こどもの国「わくわくドーム」【講師】橋

はしもと

本忍
しのぶ

（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～ 6/16（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（先着順）

樹木の手入れ～庭木の剪定～ 6/23（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　※各テーマについて、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。

植物の管理～観葉植物ほか～ 6/2（日）10:00～16:00 【相談員】梅
うめもり

森敦
あ つ こ

子（園芸アドバイザー）

植物の病害虫防除 6/9（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 6/16（日）10:00～16:00 【相談員】畑
はたなか

中美
よしのぶ

信（八戸造園建設業協会）




