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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。

8月の

博物館 休19・26　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 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」 8/25（日）まで

郷土資料から「これまでの八戸」を振り返るとともに、「これからの
八戸」にも想いを馳せる機会とします。

館外フィールドワーク
「なつかしの八戸-根城編-」

 要申込 
8/10（土）9：00〜12：00

【内容】昭和のモノクロ写真をヒントに写真を撮影。
写真は後日、館内でパネル展示。【講師】滝

たきじり

尻侑
ゆ う き

貴（市
職員）【対象】親子・一般【定員】15人

前日までに
電話で

ギャラリートーク 8/12（月・休）14:00〜 【内容】同館学芸員による展示解説（入館料別途） 申込不要

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19・26　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・対象・定員など 申込方法
 根城おもしろ講座

えんぶりミニ烏帽子を
作ろう  要申込 

8/10（土）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・
一般【定員】20組【材料費】700円

前日までに
電話で

消しゴムはんこでマイバッ
グを作ろう  要申込 

8/18（日）10:00〜12:00
【講師】松橋良子【対象】小学生以上・一般【定員】20組
【材料費】600円

前日までに
電話で

根城のしだれ桜染め体験
 要申込 

8/25（日）10:00〜12:00
【講師】史跡根城の広場職員【対象】小学生以上・一般
【定員】20組

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19・26　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 申込方法
特別展

「写真家が捉えた　昭和の
こども」

〜9/1（日）まで
【内容】19名の写真家が捉えた子どもの姿を通して、戦争・復興・経

済成長と目まぐるしく世相が変化した昭和の歩みを辿ります。また、
昭和40年代の南郷地区を撮影した貴重な映像を上映します。

南郷わき水めぐり
 要申込 

8/9（金）9:00〜16:00
【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

7/24（水）9:00
から電話で

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】「こんな工作がしたい」「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】各日10人程度
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

市立図書館 休13・30　開9:00〜19:00、（土）18:00まで、（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
開館時間の延長（試行） 【期間】8/31までの各（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 【戦争と平和 8/14（水）〜29（木）】【本で世界を旅する 8/31（土）〜9/23（月・祝）】
【八戸市民大学講座（後期）関連図書展示 8/14（水）〜11/4（月・休）】

「図書館を使った調べる学習
コンクール」受賞作品展 8/1（木）〜12（月・休） 【内容】昨年度の全国・市内コンクール入賞作品のレプリカを展示。

展示を参考にして、コンクールに応募してみよう!

第4回　市史講座 8/31（土）13:30〜15:30 【演題】地域産業と鉄道〜明治大正期を中心に〜
【講師】差

さしなみ

波亜
あ き こ

紀子（法政大学）【定員】50人
申込不要

南
な ん ご う

郷図書館 休13・30　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 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【Listen to JAZZ 7/30（火）まで】　【お助け！夏休みの宿題 8/21（水）まで】

【二館交換展示】
図書情報センター出張所 8/1（木）〜29(木) 【内容】同図書館と図書情報センターで、それぞれの館に所蔵のない

資料を交換（南郷⇔センター）し展示・貸し出し
第20回スウィングベリーで
夏のおはなし会 8/11（日・祝）11:00〜12:00 【内容】スクリーンや照明、音響などの舞台効果が

楽しめるおはなし会【対象】幼児・児童 申込不要

第21回
NAN号てんもん教室  要申込 

8/17（土）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
電話または
直接来館

図書情報センター 休13・30　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 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【サ・サ・サ・サイエンス 8/1（木）〜9/29（日）】

「図書館を使った調べる学習
コンクール」受賞作品展 7/20(土）〜8/29（木） 【内容】昨年度の全国コンクール入賞作品のレプリカの展示と自由

研究に役立つ資料を展示・貸し出し
【二館交換展示】

南郷図書館出張所 8/1（木）〜29(木) 【内容】同センターと南郷図書館で、それぞれの館に所蔵のない資
料を交換（センター⇔南郷）し展示・貸し出し

八戸ブックセンター 休6・19・20・27　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
臨時開館・休館、時間延長の
おしらせ

【臨時開館日】8/13（火）　【臨時休館日】8/19（月）
【時間延長】7/31（水）、8/2（金）、4（日）は21：00まで開館※三社大祭期間中のため

ブックドリンクス 7/26、8/30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「紙から本が
できるまで展2019」 7/31（水）〜11/4（月・休） 【内容】八戸出身の写真家、故・中

な か い

居裕
ひろやす

恭の写真集を
刊行し、その本ができあがるまでの過程を展示

申込不要

絵本作家まつばらのりこ氏　出版記念イベント

「ぼっちとぽっち」を作ろう！ワー
クショップ＆サイン会   要申込 

8/10（土）11:00
はっち3階　和のスタジオ

【内容】八戸市出身の絵本作家まつばらのりこによ
るワークショップ＆サイン会

電話、HPで

トークイベント＆サイン会
「私がイギリスで絵本作家

になるまで」  要申込 
8/10（土）15:00〜

【内容】イギリスで絵本作家になるまでの道のりや
「ぼっちとぽっち」誕生秘話など聞く。
〈聞き手：戸

と だ や ま

田山みどり（八戸工業高等専門学校）〉
電話、HPで

アカデミック・トーク
「羽仁もと子が築いた生き

方の教育」  要申込 

8/24（土）10:00〜11:30
はっち2階　シアター2

【内容】県立美術館「子どものための建築と空間展」
に関連し、自由学園明日館の建築や、羽仁もと子の 
教育理念をひもとく【講師】福

ふ く だ

田竜
りゅう

（自由学園明日
館）、板

い た く ら

倉容
よ う こ

子（県立美術館）、岡
お か も と

本潤
じ ゅ ん こ

子（千葉幼稚園）

電話、HPで

本のまち読書会「How to 読
書会〜読書会のすすめ〜」
 要申込 

8/31（土）14:00〜 【内容】基本的な読書会の形式や、読書会ルームの使
い方、参加者の集め方などを紹介 電話、HPで
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是
こ れ か わ

川縄文館 休19　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・対象・定員など 申込方法
臨時開館のお知らせ 【臨時開館日】8/13（火）・26（月）※夏休み期間中のため
特別展「北の縄文世界〜北海
道・北東北の縄文遺跡群〜」 7/20（土）〜9/8（日） 【内容】世界遺産登録をめざす「北海道・北東北の縄文遺跡群」の出

土品を中心に、北の縄文人のくらしや文化を紹介

ギャラリートーク 8/3（土）〜31（土）の各(土)
14:00〜（24日のみ10：00〜）【内容】特別展の見所を解説【講師】同館学芸員 申込不要

考古学講座  要申込 8/24（土）14:00〜16：00
【演題】世界に羽ばたく“JOMON”の価値と意義
【講師】青

あ お の

野友
と も や

哉（東北芸術工科大学）【定員】100人
【持ち物】筆記用具

前日までに
電話・FAX、
直接来館

これかわ考古学クラブ③
（全4回）  要申込 

8/3（土）10:00〜12:00
【内容】遺跡を掘る【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)

電話・FAX、
直接来館

夏休み縄文体験コーナー
8/3(土)〜11（日・祝）の
各（土）（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

日曜日縄文体験コーナー 8/25〜10/27の各（日）
9:30〜16:00

第24回これかわ縄文まつり 8/18（日）9:30〜15:00
【演題】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

こどもはっちコーナー 【内容】いのるん君の工作コーナーとじゃんけん大会
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。

マリエント（水産科学館）休28　 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
八戸花火大会に伴う
5階展望室開放 8/18（日） 【内容】ご家族でゆっくりと花火をお楽しみいただけます。夕日絶景

食堂イヌワラウによる軽食販売もあります！

マリエント体験ツアー
 要申込 

8/18（日）まで 【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

9/30（月）まで
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」 8/18（日）まで
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 9月下旬頃まで（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。

パステルアート展 8/1（木）まで
4階 【内容】パステルアートの作品展示や絵画講師による体験を実施

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「ひまわり」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

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。
小川原湖の魅力 大発見 8/5（月） 【内容】小川原湖の自然、川と湖（汽水）のもつ役割について学習

八戸イカの日 大研究 8/10（土） 【内容】水揚げ量日本一を誇る市民のさかな「イカ」に関する講演会、解剖
ショーやイカ料理など1日とにかくイカづくし※一般の人も参加可能

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
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八戸ポータルミュージアム はっち 休20　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 申込方法

はっちのお化け屋敷
ゾンビが出るぞ〜！

8/13（火）〜15（木）
11:00〜15:00
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がオープン。
今年は、はっち８周年、市制施行90周年を記念して入場無料!

和日カフェ〜日本文化に親しむ日〜

南部菱刺しで小物を作っ
てみましょう

8/18（日）①10：00〜12：00
 ②13：00〜15：00
1階　ギャラリー1

【内容】①指輪型ピンクッション(針刺し)②キーホ
ルダー※菱刺しタペストリーや菱刺しのパネル掲
示あり【対象】10歳以上【体験料】1個1,000円

申込不要

合気道って何？
〜武は愛なり  現代に生き
る武道〜

8/18（日）①10:00〜11:30
 ②14:00〜15:30
1階　シアター1

【内容】護身術に最適な合気道。暴漢から身を守る
方法や怪我をしない転び方を体験※ズボンなど動
きやすい服装で

申込不要

冷たいお抹茶でひととき
の涼を

8/18（日）10:00〜15:00
3階　和のスタジオ・八庵

【内容】冷水点
た

ての冷たいお抹茶を楽しむ【参加費】
400円※八庵にて、お茶席参加者15人（先着順）に、
お茶花を活けて楽しんでいただく（無料）

申込不要

はっち８周年企画
「Co.Ruri Mito ダンス公演」

8/16(金）18:00〜
　17（土）14:00〜
2階　シアター2

【内容】国際的に活躍するダンサー・振付家 三
み と う

東瑠
る り

璃のカンパニーが八
戸にやってくる!【チケット】一般2,500円、高校生以下1,500円（当日は
各500円増し）※1階インフォメーションで販売、電話での事前予約も可

ワークショップ  要予約 
8/17（土）10:00〜12：00
1階　シアター1

【内容】自分の体の動きを研究し、自身の身体意識
にフォーカスするワークショップ※動きやすい服
装で【対象】高校生以上、ダンス未経験者・身体表現
に興味のある人も大歓迎

電話で

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

8/21(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

マチニワ活用事業補助金交付
対象事業募集  要申込 

【内容】対象期間中にマチニワを使用して行うイベントに補助金を交付【対象期間】10/1（火）〜令
和2年3/31（火）【補助金額】1件あたり上限20万円【募集締切】8/21（水）消印有効【応募方法】所定
の応募用紙に記入し、郵便、Eメールまたは直接はっちへ※詳しくは募集要項をご確認ください。

こどもはっち 休20　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 申込方法

夏休み絵画教室  要申込 
8/4（日）①10:00〜12:00
 ②13:00〜15:00
3階　ギャラリー3

【内容】講師の指導のもと自由なテーマで水彩画を描く
※小学生だけの参加も可 電話で

にんにん忍者参上!  要申込 
8/7（水)10:00〜11:30
南部会館

【内容】南部会館が忍者屋敷に変身!屋敷の中を忍者
になって探検【対象】①小学生②3歳〜就学前の親子

【定員】①42人②8組
電話で

こどもふろしき市  要申込 
8/7（水)13:30〜15:30
南部会館

【内容】風呂敷1枚分のスペースで不要な物を売ったり
自分だけのお店をオープン【対象】小学生【定員】100人 電話で

はちのへおもちゃ病院 8/25（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 8/25（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

ようちえんの広場 with
こどもはっち

8/31（土)10：00〜15：00
公会堂文化ホール

【内容】工作コーナーやプロマジシャンによるマジッ
クショー、市内20の私立幼稚園による楽しいステー
ジ発表など。各園紹介、入園・健康相談も受け付け。
問八戸市私立幼稚園協会Ｔ080-6035-8880

申込不要

山の楽
が っ こ う

校 休5・13・19・26　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 8/4（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 2日前までに
電話で

そばとひまわりの花見週間 8/17(土)〜25(日)
9:00〜16:00

【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。
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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②
 要申込 

8/21（水）9:00〜12:00
（受付時間8:45〜）

【内容】簡単なプログラミング体験【対象】市内在住の18歳以上社会
人【定員】20人【申込方法】8/7（水）（必着）までに、住所・氏名（ふり
がな）・電話（FAX）番号・Eメールアドレス・「市民プログラミング教
室②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13・27　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】8/1（木）〜25（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
〈一般〉平日④、（土）（日）（祝）と7/20（土）〜8/21（水）①〜④　〈団体〉平日①〜③
【内容】クレヨンしんちゃん 星空と学校の七不思議だゾ!

※8/10（土）、11（日・祝）は科学の祭典のため、時間と内容が異なります。

団体のみ
電話で

熟睡プラ寝たリウム  有料 8/23（金）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　※第2（土）の8/10は科学の祭典のため、17日に開催

８
月
17
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 火垂るの墓 ▷17:30〜 古典落語名作選「火事息子」三遊亭圓生（六代目）

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（木星・土星・さそり座のお話 ほか）

８
月
24
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 世界名作劇場「南の虹のルーシー」
▷17:30〜 日本名作映画「武蔵野夫人」

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（土星、白鳥座アルビレオ ほか） 
青少年のための科学の祭典
2019　八戸大会

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

【内容】科学実験や科学工作、サイエンスショー、不
思議体験など楽しむことができます。 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
おたのしみ劇場 8/25（日）10：00〜11：00 【内容】たろうのおでかけ　山古志村のマリと三匹の子犬 申込不要
お宝映像上映会 興味の世界 8/23（金）14:45〜16:15 【内容】DVD「零戦〜栄光と悲劇の航跡〜」 申込不要

市立図書館 映像利用鑑賞会 8/28（水）13:30〜16:00
市立図書館 【内容】サンゴレンジャー 申込不要

科学館KIDS工房
8/1（木）〜6（火）、12（月・休）、
14（水）〜21（水）、24（土）、25

（日）、31（土）10:00〜16:00

【内容】スーパーボール、プラ板などの工作体験
【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）

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

種差フェス′19 8/4（日）
11：00〜21：00

【内容】トレッキングやアウトドアクッキング、キャンプなどの体験と、
周辺食堂による当日限定メニューで種差の食が楽しめる。同センター
では、棒パン・スモア作りを開催。【参加費】200円〜2,000円※定員
はプログラムにより異なります。詳しくはお問い合わせください。

ビーチコーミング＆
コルクボード作り!  要申込 

8/10（土）
10:00〜14:00

【内容】大須賀海岸でビーチコーミングをしながら、
貝殻などの漂着物でオリジナルコルクボード作り

【定員】20人【参加費】500円（材料費、保険料込み）
電話で

種差海岸をガイドさんと
歩こう!

8/3（土）、10（土）〜12（月・
休）、17（土）、18（日）、24（土）、  
31（土）

※詳しくは4ページをご覧ください。 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

貝殻デコプレート 8/1(木)〜25(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
ジナルデコプレート作り【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

八戸公園 休5・13・19・26　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 

〜8/25（日）まで
【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。

秋に咲かせるバラ作り
〜夏の剪定〜  要申込 

8/4（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
【持ち物】帽子（屋外実習があるため）

電話で
（当日受付可）

シャクナゲの育て方
  要申込 

8/25（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
（当日受付可）

 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。

庭木の管理〜移植ほか〜 8/25（日）10:00〜16:00 【相談員】久
く ぼ

保えみ子（八戸造園建設業協会）

八戸公園内 三八五・こども館 休5・13・19・26　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）

ひんやり森のパフェ 8/4（日）9:45〜12:00 【内容】木の実でパフェ作り
【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 申込不要

葉っぱアート 8/25（日）9:45〜12:00 【内容】木の葉や枝で壁掛け作り
【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 申込不要

館鼻公園内 みなと体験学習館 休 5・13・19・26　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

地域の歴史文化散歩  要申込 8/4（日）9:00〜12:00

【内容】湊地域の歴史・文化を学んだ後、陸奥湊駅周
辺や大祐神社などを１時間程度巡る。せんべい汁
など無料提供もあり（荒天時は同館内での研修）

【定員】20人※小学生以下は保護者同伴

8/1（木）まで
に電話で

夏の親子映画会 8/11（日・祝）
9:45〜11:30

【内容】①はらぺこあおむし②チップとデール
※幼児は保護者同伴 申込不要

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】8/17（土）〜25（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】8/28（水）14:00【当選通知】当選者のみ
はがきで通知【引取期間】8/31（土）〜9/8（日）※運搬は当選者が行うこと

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
夏の星団、星雲、銀河を観よ
う!　 要申込 

8/10（土）19:00〜21:00
【集合】総合交流施設

【内容】満天の星空に輝く天の川や夏の星座の観望 
【定員】20人

8/9（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 

8/11（日・祝）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を飛ばして距離
を競う。昼食は流しそうめん【定員】100人【参加費】
650円（昼食、保険代含む）

8/8（木）まで
に電話で


