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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8・16・22・29　開9:00〜17:00　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
 市制施行90周年記念
 特別展「八戸90年の歩み」 7/13（土）〜8/25（日） ※詳しくは4ページをご覧ください

はちのへ鳥
ちょうかんず

瞰図×鉄道模型
7/13（土）・14（日）
①10時②12時③14時④16時

※詳しくは4ページをご覧ください

ギャラリートーク 7/13（土）14:00〜 【内容】同館学芸員による展示解説

コレクショントーク 7/20（土）・27（土）
各日10時〜　随時

【内容】所蔵資料の「むかしの道具」を見て、さわって、使ってみる体
験学習会

 博物館クラブ

からくり貯金箱～“動く”って
どんなこと？～  要申込 

7/6（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【材料費】1,000円

6/20（木）から
電話で

ガラス工作に挑戦！～世界
は○△□にあふれてる～
 要申込  

7/28（日）13:30〜
【講師】石

いしばし

橋忠
ちゅうさぶろう

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【材料費】

1,500円

6/20（木）から
電話で

小中学生のための城歩き講座
「お城へ行こう!」   要申込 

7/15(月・祝）
①10:00〜②14:00〜

【講師】加
か と う

藤理
としふみ

文〈（公財）日本城郭協会〉【対象】小中学
生（小学生以下は保護者同伴）【定員】各回20人

6/20（木）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8・16・22・29　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
「根城復原主殿再考」 7/7（日）10:00〜12:00 【講師】中

なかむら

村隼
は や と

人（八戸工業大学）【対象】一般【定員】
100人

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」7/21（日）10:00〜12:00 【内容】キーホルダー作り【講師】中

な か む ら

村礼
れ い こ

子（アトリエ縹）
【対象】小学生〜一般【定員】20組【材料費】700円

前日までに
電話で

体験学習講座
「日本三駒『八幡馬』の歴史

と絵付け体験」
7/28（日）10:00〜12:00 【講師】高

たかはし

橋利
としのり

典【対象】小学生〜一般【定員】20組
【材料費】1,200円

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・16・22・29　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

南郷文化財めぐり
 要申込 

7/5（金）9:00〜16:00
【集合時間・場所】

9:00に市庁玄関前

【内容】南郷地区に遺された文化財を巡り、歴史や
民俗を紹介※マイクロバス移動、動きやすい服装
で【定員】24人【持ち物】昼食

6/25（火）9:00
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

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）※イベント開催時は開室　開10:00~17:00　Ｔ45‒8338
Ｆ24‒4531　住八日町9 ダイヤビル1階
Ｅshinbi@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法

ものづくり何でも相談室
in Co部屋  要申込 

8/10（土）・11（日・祝）・
17（土）・18（日）
①13:00②14:00③15:00

【内容】「こんな工作を作りたい」「ステキな展示をし
たい」そんなお悩みを同室学芸員と一緒に解決

【対象】小学生〜高校生【定員】10人（当日先着順）

7/1（月）から
電話で

是
こ れ か わ

川縄文館 休8・16　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
臨時開館のお知らせ 7/22（月）・29（月） 夏休み期間中により臨時開館します。
 特別展「北の縄文世界」 7/20（土）〜9/8（日） ※詳しくは5ページをご覧ください。
ギャラリートーク 7/20（土）・27（土）14:00〜 【内容】特別展の見所を解説【講師】同館学芸員 申込不要

合掌土偶作り教室  要申込 7/6（土）9:30〜13:00
【内容】縄文時代の至宝 国宝「合掌土偶」作り体験
【対象】小学4年生以上【定員】20人【料金】200円
【持ち物】古タオル【作品受取】8/18（日）以降

前日までに
電話・FAX、
直接来館

日曜日縄文体験コーナー 7/7・14の各（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
夏休み縄文体験コーナー 7/20〜8/10の各（土）

9:30〜16:00

考古学講座③  要申込 7/13（土）14:00〜16:00

【演題】大
お お だ い

平山
や ま

元
も と

遺跡の最新情報と珪
け い し つ

質頁
け つ が ん

岩【講師】
駒
こ ま だ

田透
とおる

（外ヶ浜町教育委員会）【演題】小牧野遺跡に
みる縄文時代の土木工事と祭祀【講師】児

こ だ ま

玉大
だ い せ い

成（青 
森市教育委員会）【定員】100人【持ち物】筆記用具

各前日までに
電話・FAX、
直接来館

国宝指定10周年記念講演会
  要申込 

7/15（月・祝）14:00〜16:00 【演題】縄文土偶の魅力【講師】原
は ら だ

田昌
ま さ ゆ き

幸（文化庁）
【定員】100人【持ち物】筆記用具

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。

いのるん通信 第38回　世界遺産になるためには？

世界遺産になるためには、ユネスコの「世界遺産暫定一覧表」に入り、
その中から、条件が整ったものを国が推薦し、ユネスコの審査によっ
て登録されます。審査では、世界に通用する価値や遺産を守る万全な
体制があるか調べられます。「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、発掘
調査で世界に誇れる価値が確認され、国の「史跡」として保護が図ら
れています。これまで4道県14市町で、縄文遺跡群の価値の整理や保
存について話し合い、推薦されるように準備を進めています。

次
回
は
縄
文
遺
跡

群
の
価
値
を
紹
介

す
る
る
ん
！

是川石器時代遺跡の発掘調査

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

 夏休み親子体験教室  要申込 
7/27(土)
①9:30〜12:00
②13:30〜16:00

【内容】工場内を見学後、ペットボトルを使って風車
作り体験【対象】小学生以上の親子【定員】各回7組【持
ち物】500㎖6角型のペットボトル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

6/25（火）から
電話で
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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　ホ8book.jp

行事名 日時・場所 内容 申込方法

ブックドリンクス 6/28、7/26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「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

本のまち読書会※ワンドリンク制

チチェローネ4巡目の2
part2 「続 韓流入門」  要申込 

7/6（土）14:00〜16:00 【内容】「Ｋ文学」とも呼ばれ翻訳数が急増している韓国
文学を取り上げる【持ち物】韓国文学で薦めたい１冊

電話、ＨＰで

タンタンで学ぶフランス語
 要申込 

7/20（土）14:00〜16:00

【内容】「タンタンの冒険 なぞのユニコーン号」（原書）
をテキストに、フランス語の「文字の読み方・発音
の仕方」から学ぶ【講師】吉田オレリー（英語・フラ
ンス語講師）※テキストは会場配付、事前予習向け
に申込時に購入可能

電話、ＨＰで

本のまち八戸ブックフェス
「一箱古本市」出店者募集

【内容】誰かにお薦めしたい本を持ち寄り、一日だけの古本屋さんになれる「一箱古本市」【開催日】
9/21（土）【応募締切日】7/31（水）※募集要項は館内配布チラシまたはホームページをご覧ください。

市立図書館 休16・31　開9:00〜19:00、（土）9:00〜18:00、（日）（祝）9:00〜17:00
Ｔ22‒0266　Ｆ71‒1312　住糠塚字下道2‒1

行事名 日時 内容 申込方法

開館時間の延長（試行） 【期間】7/6〜8/31の各（土）【開館時間】9:00〜18:00
※南郷図書館、図書情報センターは延長しません。

おすすめ図書展示・貸出 【夏を楽しもう! 6/29（土）〜7/15（月・祝）】【芥川賞・直木賞受賞作品展 7/17（水）〜8/12（月・休）】
【夏休みおすすめ本 7/17（水）〜8/29（木）】

夏休み調べ学習相談会
7/26（金）・28（日）、
8/6（火）・8（木）
10:00〜16:00

【内容】児童コーナーで調べ学習の相談を受け付け
ます（12:00〜13:00除く）。「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

夏のおはなし会
7/20（土）
①10:00〜11:00
②11:10〜12:00

【内容】①「南部昔コ キャラバン隊」による南部弁の
昔話とわらべ唄②DVD上映「日本の昔ばなし」

【定員】50人
申込不要

古文書解読講習会  要申込 

7/21（日）・27（土）
8/10（土）・17（土）・24（土）
9/7（土）･21（土）
10:00〜11:30

【内容】古文書を読むための基礎知識を学習する
【対象】古文書解読初心者【定員】25人【教材費】2,376

円（辞書代）※持っている人は不要【持ち物】筆記用具
モト市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

電話または
直接来館

第3回　市史講座 7/6（土）10:00〜12:00 【演題】昭和の戦争と八戸【講師】本
ほ ん だ

田敏
と し お

雄（八戸工業
高等専門学校名誉教授）【定員】50人

申込不要

図書情報センター 休16・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・内容など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【あおもりSTORY 6/29（土）〜7/30（火）】　【むし・どうぶつ 7/30（火）まで】
【調べる学習コンクールレプリカ展示と自由研究に役立つ資料 7/20（土）〜8/29（木）】

なつのおはなしかい 7/27（土）10:30〜11:00 【対象】幼児・児童（小学校低学年） 申込不要

南
な ん ご う

郷図書館 休16・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・内容・対象など 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【Listen to JAZZ 6/29（土）〜7/30（火）】　【お助け！夏休みの宿題 6/29（土）〜8/21（水）】
夏のおはなし会 7/7（日）11:00〜12:00 【対象】幼児・児童 申込不要

調べる学習初心者講座
 要申込 

7/21（日）14:00〜16:00 【内容】調べる学習コンクールに向けて「調べ方」をや
さしく解説【対象】小中学生【定員】10人

7/15（月・祝）まで
に電話または

直接来館
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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
 はっちの七夕

七夕たんざくコーナー 7/1（月）〜15（月・祝）
1階　放送スタジオ前 【内容】短冊に願い事を書いて笹に飾りましょう！ 申込不要

灯籠を作ってはっちに
飾ろう!  予約優先 

7/6（土）はっちひろば
7/8（月）シアター1
①10:00②10:30
③11:00④11:30

【内容】たなばた特製の灯籠を作り、はっちの七夕
たんざくコーナーに展示【定員】各回親子6組 電話で

たなばた茶会 7/13（土）18:00〜20:00
マチニワ

【内容】夏の夜風にあたりながら、和菓子と抹茶をど
うぞ※お菓子がなくなり次第終了【茶券代】300円 申込不要

七夕ブイヤベースレスト
ランinはっち

7/13（土）・14（日）
売れ切れ次第終了
1階全フロア、番町スクエア

【内容】大鍋ブイヤベースが3年ぶりに復活。おなじ
みのブイヤベースシェフが集合！いつものお店と
ひと味違う限定メニューを販売

申込不要

マチニワ 1周年企画
「マチニワ大道芸フェスティ
バル」

7/20(土）12:00〜16:00
　21（日）11:00〜15:30
マチニワ

【内容】ジャグリングなどの大道芸パフォーマーがマチニワに集合！
ワークショップも開催

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

7/3(水）・17（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によるさまざまなジャ
ンルの音楽ライブ

はっちから観る八戸三社大祭!
観覧者募集（全席指定）
 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
（木）14:30〜17:20、2日（金）18:50〜21:00【募集席数】各日25組50人（2人1組）※保護者の膝上で

観覧できる子どもは、保護者1人につき1人まで同伴可【応募方法】7/6（土）（消印有効）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子ども同伴の有無（同
伴する場合は子どもの氏名・年齢、ベビーカーの有無を明記）⑤1階席希望の有無（車いす利用や
配慮が必要など1階席を希望する人はその有無）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】7/20

（土）までに全員へ郵送予定。往復はがき以外の応募は無効とし当否の連絡はしません。

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
こどもはっち七夕ファミリー
コンサートin南郷

7/7（日）13:00〜14:00
南郷文化ホール

【内容】歌のお姉さんと森の仲間が歌って踊るコンサート
※おもちゃやお菓子の抽選会あり【定員】450人 申込不要

まるごとこどもはっち
はっち夏まつり

7/15（月・祝)10:00〜15:00
はっち全館

【内容】おまつり屋台やこども商店街など、体験・交流が楽
しめる夏祭り。スペシャル企画は「バルーンアートショー」 申込不要

こどもはっち夕涼み会 7/27（土)17:00〜19:00
マチニワ

【内容】縁日やみこしかつぎ、盆踊りなど夏の思い
出をつくりましょう【対象】就学前児童と保護者 申込不要

館鼻公園内 みなと体験学習館 休 8・16・22・29　開9:00〜19:00（7月〜8月は21:00まで）　
Ｔ38‒0385　Ｆ38‒5410　住湊町字館鼻67-7

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法

お天気教室  要申込 7/14（日）10:00〜11:30
【内容】天気の基礎知識をやさしく解説
【講師】澤

さ わ だ

田雅
ま さ よ し

善【対象】小学校高学年以上
【定員】25人

前日までに
電話で

防災教室  要申込 7/21（日）10:00〜11:30
【内容】災害時の対応について
【講師】県防災士会八戸支部 防災士【対象】中学生以上
【定員】25人

前日までに
電話で

アート教室  要申込 
7/28（日）9:00〜12:00

（※受付8:30〜）

【内容】館鼻公園から見える風景をスケッチ
【講師】庭

に わ た

田薫
かおる

【定員】20人【持ち物】水彩用具、色鉛筆 
など【対象】どなたでも（小学生以下は保護者同伴）

前日までに
電話で

みなと体験学習館は7/6（土）にオープン
します。詳しくは2ページをご覧ください。
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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

市民プログラミング教室①
 要申込 

7/24（水）13:30〜16:30
（受付時間13:15〜）

【内容】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（水）（必着）までに、住所・氏名（ふりがな）・校種（小

学校または中学校）・学年・電話（FAX）番号・E メールアドレス・「市
民プログラミング教室①受講希望」を明記し、はがき・FAX または
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

児童科学館（視聴覚センター）休1・8・16　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　住類家四丁目3‒1
Ｅ jido@kagakukan-8.com　ホ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 
【日時】7/2（火）〜31（水）①10:00②11:00③13:30④15:00
〈一般〉平日④、（土）（日）（祝）と7/20（土）〜8/21（水）①〜④
【内容】クレヨンしんちゃん 星空と学校の七不思議だゾ!

団体のみ
電話で

季節の星空散歩 7/14（日）13:30〜14:10 【内容】夏の星空を生解説 申込不要
熟睡プラ寝たリウム  有料 7/23（火）13:30〜14:30 【内容】星空の下で眠るプラネタリウム 申込不要
毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

７
月
13
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 ポカホンタス
▷17:30〜 太平洋の楽園のレッドリスト ハワイのモンクアザラシ

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】夏の星空（月、木星、てんびん座のお話 ほか）

７
月
27
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 まんが日本昔ばなし「耳なし芳一」　▷17:30〜 日本名作映画「東京物語」

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「夏の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】夏の星空（木星、白鳥座アルビレオ ほか） 

水棲生物の観察  要申込 7/7（日）9:00〜12:00

【内容】蟹沢で生き物観察※バス移動
【対象】小学生以上（保護者同伴）【定員】26人【料金】

900円【持ち物】タオル、着替え、虫よけ、濡れても
いい靴、帰りに履きかえる靴

電話で

普通救命講習会  要申込 7/14（日）9:00〜12:00 【内容】心肺蘇生法、AED使用方法（修了証交付あり）
【講師】八戸消防署員【定員】30人【持ち物】ハンカチ 電話で

おたのしみ劇場 ①7/7（日） ②7/14（日）
③7/15（月・祝）

【内容】①プチバンピVol.1 ②10ぴきのかえる2 
③ワイワイおさかなDVDサンゴ礁の生き物大集合 申込不要

夏休みおたのしみ劇場 7/20（土）〜8/21（水） 【内容】いろいろなアニメなどを上映 申込不要
市立図書館 映像利用鑑賞会 7/24（水）13:30〜16:00 【内容】①日本人は何を食べてきたか②お茶漬の味 申込不要
目指せ！ものづくりマスター！
～ハサミやカッターの基本を
学ぼう～  要申込 

7/27（土）10:00〜12:00
【内容】ハサミやカッターに焦点をあて、工作をしな

がら基礎知識を学ぶ【講師】川
か わ も り た

守田大
ひ ろ し

志【定員】15人 
【料金】300円※小学3年生以下は保護者同伴

電話で

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
7/20（土）〜8/21（水）は毎日
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 

7/7（日）10:00〜13:00
【集合】体験交流施設

【内容】木の実などを使った工作体験【定員】20人
【参加費】650円（昼食・保険代含む）

7/4（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 

7/27（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

7/26（金）まで
に電話で

夏休み自由研究
「昆虫を探そう!!」  要申込 

7/28（日）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お話しと昆虫採集
や観察。昼食は芝生で流しそうめん※カブトムシ
のプレゼントあり（数に限りあり）【定員】100人

【参加費】650円（昼食・保険代含む）

7/25（木）まで
に電話で
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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

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　ホmarient.org

行事名 日時・場所 内容 申込方法
マリエント体験ツアー
 要申込 

7/27（土）〜8/18（日） 【内容】普段は入れない大水槽の上からのエサやり
や水槽の掃除などマリエントのお仕事体験

受付設置の
申込書で

企
画
展

市制90周年 こんにちは
令和 JAMSTEC深海展

7/6（土）〜9/30（月）
3階展示室  4階展示ホール

【内容】JAMSTEC協力のもと、有人潜水調査船しんかい6500にかか
わる展示や深海生物のパネルや標本を展示

夜のマリエント「夏」 7/20（土）〜8/18（日）
18:00〜19:00

【内容】展示室の照明を暗くし、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！ヨーヨー釣り体験もあり

活スルメイカ展 7月下旬頃〜（予定）※海の状
況により変更の場合あり

【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
のない泳ぐ姿をご覧ください。

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 ▷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、魚眼図＆じゃんけん大会12:00〜

★やって体験する（随時）
▷三陸ジオパークVR体験▷「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

俳句展 7/13（土）〜28（日）予定
展示ホール 【内容】夏の季語や、魚をテーマにした作品を展示・紹介

きままハウスパステル
アート体験＆展示会 7/30（火）〜8/1（木） 【内容】見るだけでも癒されるハウスパステルアート。魔法のように

楽しく素敵な絵が描ける体験と展示会※原画販売あり

アオウミガメ健康診断 7/27（土）10:45 【内容】アオウミガメ“みらい”と“げんき”の健康診断と甲羅磨きを行う

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。

むつちぢり浜沿岸観察会 7/6（土）・7（日） 【内容】磯の生物採取や海藻、海草の分布を調査し、分布生物の変化や、
環境変化との関係を学ぶ。JAMSTECによる講座も開催

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1・8・16・22・29　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

八戸公園キャンプ場オープン
 要申込 

7/13（土）〜8/25（日）
【対象】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）
に限り宿泊可※一般のみの利用は不可

来園
（当日受付）

八戸公園の開園時間を
1時間延長

7/20（土）〜8/18（日）の
（土）（日）限定

【開園時間】9:00〜18:00※乗り物券販売は17:00、利用は17:45ま
で（悪天候の場合は通常どおり）

 園芸教室　【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。

山アジサイの楽しみ方 7/7（日）13:00〜16:00 【講師】佐
さ と う

藤良
りょうすけ

輔（園芸研究家）【定員】40人（当日先着順） 申込不要

夏休み企画「親子で作ろう
ハーバリウム」  要申込 

7/28（日）13:00〜16:00
【講師】梅

うめもり

森敦
あ つ こ

子（園芸アドバイザー）【定員】30人
【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、ピンセット、

持ち帰り用の袋

前日までに
電話で

 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。

家庭菜園 7/7（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）

八戸公園内 三八五・こども館 休1・8・16・22・29　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）

七夕工作
「七夕フォトフレーム」 7/7（日）9:45〜12:00 【内容】木の実や枝で、七夕のフォトフレーム作り

【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 申込不要

ゆらゆら
「ペットボトルドーム」 7/21（日）9:45〜12:00 【内容】ペットボトルでアクアドーム作り

【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 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

市民伝言板
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）●定員各15人●参加費・材料費無料●参加通知各申込
期限の翌日に参加者のみへ※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）
Ｔ20-2465Ｅkomatsu@htv-net.ne.jp

【第3回親子ロボット教室】
●日時7/14（日）9:30〜15:00●内容4足（レゴパーツ）型
ロボットなどの製作●申込期限7/5（金）

【第4回親子ロボット教室】
●日時7/28（日）9:30〜15:00●内容6足（レゴパーツ）型 
ロボットなどの製作●申込期限7/19（金）

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7/16（火）13:30〜15:30●場所はっちシアター2
●講演会八戸を拓く〜八戸港発展に尽力した先人たち〜
●講師小瀧勇（元市職員）●定員80人●受講料無料
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（對馬）　Ｔ0178-35-5674

「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　 要申込 

●日時10/5（土）10:30〜16:30●場所八戸パークホテル
●対象県内に事業所をおく企業●内容地元企業の魅力
を知ってもらうため、プレゼンテーションやブース説
明を行う●定員60社程度●参加費無料
申7/1（月）〜31（水）に下記ホームページWebフォームより
ホhachinohe-ct.ac.jp/info/2019/06/000992.php
問八戸工業高等専門学校 総務課 地域連携係Ｔ27-7239

オストメイト講習会　 要申込 

●日時6/30（日）13:00〜15:30●場所はちふくプラザ
ねじょう●内容①「ストーマケアの最近の実状と課題
( 仮 )」講師 : 土橋美歌子 ( 市立市民病院 ) ②「緊急発生
予測八戸東方沖大地震への心構え」講師:市職員●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、
介護ヘルパー●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
Ｔ20-6444Ｆ77-2470

八戸工科学院オープンキャンパス
●日時7/28（日）、10/20（日）9:00〜12:00●場所八戸
工科学院（桔梗野工業団地）●内容公共職業能力開発施
設である同学院での体験授業や学院説明会。詳しくは
ホームページでご確認ください。
モト八戸工科学院Ｔ28-6811Ｆ28-6815
ホpref.aomori.lg.jp/sangyo/job/hatikougaku_top.html

お財布の中の断捨離とレシートノートの活用で
貯金体質になる講座　 要申込 

●日時7/17（水）13:15〜14:30●場所はっち3階八庵●内
容レシートノートの活用法やふるさと納税の話など
●対象一般（子ども連れでも大丈夫）●講師八戸商工会議
所女性創業スクール卒業生●定員8人●参加費1,500円
モト7/15（月・祝）までに電話またはメールで
Ｔ070-2030-4700Ｅ ririri460@yahoo.co.jp(佐藤)
Ｔ090-7067-2630Ｅelico.i.lab1@gmail.com(福井)

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
Ｔ27-7239ホhachinohe-ct.ac.jp/info

【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7/13（土）9:00〜12:30●対象小学生（保護者同伴）
●定員24人●申込期間6/28（金）まで

【環境都市・建築デザインコース「水の環境調査」】
●日時8/24（土）10:00〜16:00●対象中学生、保護者、中
学校教員●定員15人●申込期間7/23（火）〜8/2（金）

【環境都市・建築デザインコース「ブリッジコンテスト」】
●日時8/31（土）10:00〜15:30●対象中学生、保護者、中学
校教員●定員15人●申込期間7/23（火）～8/8（木）

八戸小唄流し踊り講習会
●日時6/26（水）13:30〜15:00、7/4（木）18:30〜20:00
●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●講師泉紫峰、泉彩
菜●参加費無料
問東奥日報社八戸支社Ｔ70-2222（平日9:00〜17:00）

初心者囲碁教室　 要申込 

●日時7/13・20・27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1・8・16・22・29　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 7/7（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

杏の甘酢漬けの楽校  要申込 7/21（日）10:00〜12:00 【参加費】2,500円

そば人養成楽校開校  要申込 7/28（日）9:00〜12:00 【参加費】2,000円

梅漬けの楽校  要申込 7/28（日）10:00〜12:00 【参加費】1,500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

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　Ｅ ic_web@tanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

みちのく潮風トレイル全線
開通＆IC5周年記念イベント
 要申込 

7/14（日）

【内容】トレイル全線開通を記念し、各コースを歩
いてゴールの天然芝生地で昼食【参加費】500円（昼
食・景品付）【定員】洋野コース（20人）階上コース（30
人）種差コース（50人）※館内では、クイズラリーに
答えると景品をプレゼント（申込不要）

FAXまたは
Eメールで

漁師さんと!
磯遊び＆ウニの殻むき体験
 要申込 

7/21（日）10:00〜12:00

【内容】種差漁港までのトレッキングと、漁港内で
の磯遊びやウニの殻むき体験※むいたウニの試食
あり。帰り道は、ゴミ拾いで自然へ恩返し

【定員】20人【参加費】1,500円

電話で

企画展「みちのく潮風トレ
イル全線開通記念展示」 7/1（月）〜8/31（土） 【内容】八戸市から福島県相馬市までの約1,000kmのロ

ングトレイルの各地域の見所を紹介。【主催】環境省 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
自然物を使ったブローチ
作り

7/6(土)〜21(日)
10:00〜16:00

【内容】貝殻などの自然物やビーズなどを使ってオ
リジナルブローチ作り【参加費】200円 申込不要

【参加団体】青森県環境教育促進協議会・八戸市水産科学館マリエント・八戸市森林組合・八戸自然保護官事務所
 八戸市環境教育促進協議会・八戸リサイクルプラザ・八戸市環境保全型農業普及推進協議会・八戸市環境美化協議会・
 八戸市清掃事務所・八戸市環境保全課・青森県環境政策課

はちのへ環境フェア2019

現在、地球温暖化、大気、土や水の汚染、ごみ問題、さまざまな生物の絶滅危機など多くの環境問題が生じています。
はちのへ環境フェアでは、環境保全に通じる身近な取り組みを紹介します。家庭や職場などで今すぐできるヒント
を見つけて、できる範囲で実践してみませんか。

入場無料・申込不要・どなたでも参加可 時間 10:00～16:00

問環境政策課Ｔ43-9265

工作・体験

環境保全をテーマとした展示
10:00～16:00
　・森林の役割に関する展示
　・ 三陸復興国立公園やみちのく潮風トレイル展示
　・生活排水、空き地、屋外焼却のパネル展示
　・環境をテーマにした自由研究の相談窓口 など

13:00～16:00
　・紙すきはがき作り（12:00〜15:00）
　・木工スタンドの組み立て
　・ペットボトル風車作り　　など

遊びにきてね!

ステージ発表

学習会

10:00～11:00
　・ 大久喜小学校
　  【テーマ】海を守り、海に学ぶ大久喜小の体験学習
　・ マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ　　　

【テーマ】マリエント「ちきゅう」たんけんクラ
ブの環境への取り組みについて

11:00～12:00
　【テーマ】地球に暮らすということ
　【講　 師】関

せきした

下 斉
ひとし

（三陸ジオパーク認定ガイド）
13:00～14:00
　【テーマ】地球温暖化と私たちのくらし（熱中症、農業）
　【講　 師】市職員

23日火

手塚治虫原案「ガラスの地球を救え」のアニメ上映

24日水

23日火・24日水

※予告なく変更になる場合があります。


