春まつり編
日 程

イベント

1

4/18（土）～4/19（日）

蕪嶋まつり

2

4/26（日）～5/5（火祝）

さんのへ春まつり

3

4/29（水祝）～5/6（水）

はちのへ公園春まつり

4

4/17日(金)～5/6(水)

5

4/29（水祝）～5/6（水）

6

5/2（土）

7

5/3（日）～5/4（月祝）

8

5/3（日）～5/5（火祝）

9

5/3（日）

八戸市緑化まつり
おいらせ町春まつり

五戸春まつり
南部町春まつり
春の朝もや祭り

会 場
蕪島海浜公園
（八戸市）
県立城山公園
（三戸町）
八戸公園こどもの国
（八戸市）
長根公園多目的広場
（八戸市）

内 容

園内の桜が咲き誇る中、歌謡ショーなど様々なイベントが行われ、
数多くの出店が並び、毎年多くの人が訪れます。

問い合わせ先
蕪嶋神社
0178-34-2730
三戸町観光協会
0179-22-0777
八戸公園事務所
0178-96-2932

庭園樹、草花類、園芸用品などの物販やセリ市、園芸講習会などが行わ
れます。ご自宅の庭を緑いっぱいにされてはいかがでしょうか。

都市整備部 公園緑地課
0178-43-9141

毎年沢山の人で賑わう蕪島の春の祭り。
沢山の出店や、イベントで盛り上がります。
1600本の桜が咲き誇る花見スポット。期間中は歌や踊りなど様々な
イベントが行われます。

いちょう公園、下田公園 2ヶ所の公園で花見。出店や親子で楽しめるイベントが
盛り沢山です。天気が良ければ、下田公園の展望台から海が望めます。
（おいらせ町）
歴史みらいパーク
芝生広場
（五戸町）
法光寺境内
（南部町）
朝もやの館
（八戸市南郷）

花見をしながら手踊り等を鑑賞できます。
※槍沢地区の”ほとばしる桃色のしだれ桜”はこの時期が見頃です。
稚児・入山行列や郷土芸能の披露等、多彩なイベントが行われます。
手焼きせんべい作りやピザ焼きの体験など、楽しいイベントが
たくさんあります。

おいらせ町観光協会
0178-56-4703
五戸町観光協会
0178-62-7155
南部町春まつり実行委員会

0178-84-2111
総合情報館朝もやの館
0178-80-8088

史跡根城さくら祭り

史跡 根城の広場
（八戸市）

広場を取り囲む状態で155本のしだれ桜があり、毎年市民を楽しませてくれ 史跡根城の広場
ます。当日は根城の広場、博物館が無料で開放されます。
0178-41-1726

10 5/4（月祝）～5/5（火祝）

春の牧場祭り

カワヨグリーン牧場
（おいらせ町）

羊の毛刈りや木登り、乗馬など自然と戯れながら楽しめ、牧場内では各種 カワヨグリーン牧場
体験もあります。
0178-56-4111

11 5/4（月祝）～5/5（火祝）

山の楽校まつり

山の楽校
（八戸市南郷）

12 5/4（月祝）

牧場まつり

13 5/9（土）～5/10（日）

法霊山おがみ神社
神楽祭

14 5/16（土）～5/17（日）

寺下観音例大祭

15 5/16（土）～6月初旬

南部町ぼたんまつり

16 6/6（土）～6/7（日）

島守春まつり
（6日は前夜祭）

17 6/7（日）～6/14（日）

大黒森つつじまつり

間木ノ平グリーンパーク
（新郷村）
おがみ神社
（八戸市）
寺下観音
（階上町）
長谷ぼたん園
（南部町）
朝もやの館
ふれあい公園
（八戸市南郷）
大黒森
（田子町）

旧増田小中学校や青葉湖の歴史の展示、てんぽせんべい焼き体験や
そば打ち体験など様々な体験ができ、食堂・即売会もあります。

山の楽校
0178-82-2222

乗馬体験、羊、ヤギとのふれあい体験、牛の乳搾り体験、
バーベキューなども楽しめます。

新郷村ふるさと活性化公社

法霊神楽が舞手を替えながら奉納されるおまつりです。冬に行われる
「えんぶり」なども奉納されます。出店などもあり賑わいます。
奥州南部糖部三十三ヵ所巡礼の一番札所でもある寺下観音の例祭で、無
病息災、家内安全を祈ります。近くには潮山神社があり、神仏混合の地で
もあります。
130種、8,000本もの華麗で大輪のぼたんが咲き乱れます。平成13年には
環境省「かおり風景百選」に認定されました。

0178-78-2511
おがみ神社 社務所
0178-22-1770
寺下観音
0178-88-2027
南部町商工観光交流課
0178-84-2119

福一満虚空蔵菩薩堂、龍興山神社、高山神社の例大祭に合わせて開催さ
総合情報館朝もやの館
れます。期間中、歌謡ショーや駒踊りなどの沢山のイベントで盛り
0178-80-8088
上がります。
約10万本の山つつじが咲き誇り、辺りを紅く染め上げ、天気が良ければ岩 田子町観光協会
手山を眺める事もできます。
0179-32-2177

キリスト伝承館

イエス・キリストが同村に逃れてきて天寿を全うしたとのキリスト渡来伝説に
0178-78-3741
基づき毎年開かれているお祭りです。ナニャドヤラ踊り等が奉納されるほ
新郷村ふるさと活性化公社
か、催し物もあります。

キリスト祭

キリストの里公園
（新郷村）

臥牛山まつり

階上岳
（階上町）

臥牛山まつり実行委員会
そばの早食い等のステージイベントや、沢山の出店も並び、郷土料理など
（階上町商工会内）
も堪能できます。

6/20（土）～6/21（日）
20
(予定）

田子にんにく収穫祭

田子町農山村広場
（田子町）

今年もニンニク収穫を祝おうと収穫祭が開催されます。掘りたて生にんにく 田子町役場産業振興課
の直売やにんにく相撲などのステージも行われ大人から子供まで楽しめる 商工振興グループ
収穫祭です。
0179－20－7114

21 6/30（火）～7/1（水）

神明宮茅輪祭
（30日は前夜祭）

神明宮
（八戸市）

18 6/7（日）

0178-78-2511

19 6/6（土）～6/7（日）

八戸市内の朝市リスト
名称
陸奥湊駅前朝市
館鼻岸壁朝市

開催日
毎日
（日曜、第2土は休み）
日曜日
（3月中旬～12月）

開催場所
陸奥湊駅前
館鼻岸壁

※館鼻岸壁朝市：5月10日（日）はうみねこマラソンの為、お休みとなります。
湊山手通り朝市

毎週日曜日
（3月中旬～12月）

湊山手通り

常現寺（じょうげんじ）
金曜朝市

毎週金曜日
（3月中旬～12月）

常現寺駐車場

八戸うみねこ朝市

毎週土曜日
（通年）

ライジング江陽駐車場

三八城山日曜朝市

毎週日曜日
（4月～11月）

三八城神社

長者朝市
八戸夕暮れ市
八戸ニュータウン朝市

土曜日・祝日
（3月～12月）
毎週金・土曜日
（3月～12月）
14時～18時
毎週土曜日
（4月上旬～11月）

長者まつりんぐ広場
長者まつりんぐ広場
グランドサンピア八戸

街＆丘の朝市

日曜日～金曜日

グランドサンピア八戸

八戸駅前朝市

毎週日曜日
（4月～11月）

ＪＲ八戸駅前

0178-88-2045

八戸市中心部にあるお宮。午前零時に茅の輪くぐりが行われ、無病息災を 神明宮 社務所
祈る沢山の人達が訪れます。
0178-22-8883

朝市への公共交通機関スタート
①ワンコインバス・いさば号
⇒4/5（水）～11/29（日）の毎日曜日※１
※１

5/10（日）はうみねこマラソンの為運休

②ワンコインバス・うみねこ号
⇒4/1（水）～11/15（日）の毎日運行※2
※2

5/10（日）はうみねこマラソンの為運休

【運行ルート、時間に関してのお問合せ】
八戸市交通部

旭ヶ丘営業所

0178-25-5141

大杉平営業所

0178-44-1511

スポーツ・その他 情報編
開催日

イベント名

会 場
ふくち運動公園
福地多目的広場
（南部町）

内 容

問い合わせ先
うぐいすマラソン大会事務局
南部町民体育館内
0179-34-2761

22 4/19（日）

うぐいすマラソン大会

23 4/20（月）

キリストの里伝承館
ＯＰＥＮ

新郷村

24 4/25（土）

間木ノ平グリーンパーク
ＯＰＥＮ

新郷村

25 4/29（水祝）

八戸市民の森
不習岳開き

八戸市南郷

26 4/29（水祝）

北東北将棋選手権大会

みなくる館
（おいらせ町）

27 5/3（日）

三戸桜まつり
マラソン大会

関根ふれあい公園
（三戸町）

28 5/3（日）

名久井岳山開き

南部町

29 5/10（日）

八戸うみねこマラソン
全国大会

八戸水産公社前
（八戸市）

30 5/17（日）

名久井岳
トレイルランニング

31 5/24（日）

はしかみつつじマラソン

32 5/24（日）

青葉湖新緑ウォーク

青葉湖
（八戸市南郷）

新緑に包まれた青葉湖周辺をウォーキングします。3コースが設定されている
道の駅なんごう
ので、自然を眺めながら自分のペースでゆっくり楽しめます。
0178-82-2902
（申込締め切り5/20）

33 6/21（日）

おいらせ町
いちょうマラソン大会

いちょう公園
（おいらせ町）

いちょう公園周辺をさわやかな初夏の時期にたくさんのランナーが走ります。
今年はおいらせ町誕生10年を記念し、ゲストランナーには
長谷川真理さんをお迎えします。（申込締め切り5/15）

うぐいすの声や桜など、豊かな自然を楽しみながら走れるマラソンです。

館内は、キリスト伝承コーナーを始め不思議映像ＢＯＸ等があり、神秘・浪漫に キリストの里伝承館
思いを巡らせてもらう事を目的とした施設です。
0178-78-3741

農林漁業体験実習館

チェリウス
（南部町）
階上町立中央体育館

（階上町）

水と緑に囲まれた高原に広がる憩い、レジャースポット。バンガローやオート
新郷村ふるさと活性化公社
キャンプ場、アスレチック、子供達には「ふれあいの川」で魚のつかみ取りなど
0178-78-2511
お楽しみが沢山ある施設です。
市民の森総合案内施設
市民生活の保健休養、レクリエーションの場として、シーズン中は、キャンプ、 0178-83-2146
ハイキングを楽しむ人々でにぎわい、自然に親しむ絶好の施設です。
農林水産部農林環境グルー
プ0178-43-2111
おいらせ町教育委員会
県内外の将棋愛好者らが、将棋の町として知られるおいらせ町にて、盤上の
社会教育・体育科
熱戦を繰り広げます。
0178-56-4276
三戸桜まつりマラソン大会
さんのへ春祭り期間中（4/26～5/5）に開催されるマラソン大会です。
実行委員会事務局
（申し込み締め切り3/31）
0179-22-2186
南部町と三戸町に誇る名久井岳は県立自然公園に指定されています。
山開きに合わせて開催する登山イベントには登山愛好家らが集まります。

南部町商工観光交流課
0178-84-2119

「走るあなたが主役です！」をテーマに、八戸港や海岸の景観を楽しみながら
走れる春の風物詩。今年のゲストランナーは、東京国際女子マラソン優勝、シ
ドニー五輪７位入賞。現在は天満屋女子陸上部のアドバイザーや
マラソン解説者として活躍の山口 衛里さんの予定です。
（申込締め切り3/19）

八戸うみねこマラソン
全国大会事務局
（デーリー東北新聞社内）
0178-44-5111

コースには、日本名松百選にも数えられる「千本松」など見どころ多数。
名久井岳の魅力を感じられます。

名久井岳
トレイルランニング事務局
090-3367-7701

階上岳のふもとを、5月のさわやかな時期に走る大会です。10kmコースは
キツイコースで有名です。（申込締め切り4/13）

はしかみつつじマラソン
大会事務局
0178-88-2698

見ごろ・体験 今が旬！！編
日 程

イベント名

おいらせ町教育委員会
社会教育・体育科
0178-56-4276

※今年は例年より早まる可能性があります。お問合せ先へご確認下さい。

会 場
城山公園
（三戸町）
菅場
（新郷村）
みろくの滝
（田子町）

内 容

問い合わせ先
三戸町役場まちづくり推進課
三戸城を背景に公園内の1,600本の桜が咲き誇ります。
0179-20-1111
3.5haの湿地に2.7haにも及ぶ水芭蕉の群生地が広がり、遊歩道で散策しなが
新郷村ふるさと活性化公社
ら
0178-78-2511
間近で楽しめます。
田子町経済課
滝と木々の新緑の鮮やかなコントラストを見る事ができます。
0179-20-7114
環境省「かおり風景100選」に認定され、名久井岳県立自然公園の中腹に
位置し、八甲田連峰を見渡すことができるぼたん園で、130種類のぼたんが
咲き競う様は東北随一です。

34 4月下旬～5月上旬

桜見ごろ

35 4月下旬～5月上旬

水芭蕉の群生地

36 5月中旬～6月上旬

みろくの滝

37 5月下旬～6月上旬

長谷ぼたん園

大向長谷
（南部町）

38 6月下旬～

南部町さくらんぼ狩り

町内
（南部町）

39 6月下旬～

八戸市南郷区観光農園

八戸市南郷

40 通年

観光農園アグリの里
いちご狩り体験

アグリの里
（おいらせ町）

イチゴハウスや熱帯果樹ハウスがある観光農園です。敷地内には、産地直売
観光農園アグリの里おいらせ
所もあり県南地区の新鮮な野菜や果物、加工品などが販売されています。レ
0178-56-2884
ストランや足湯などの施設もあり、一年を通して楽しめる施設です。

41 通年

山の楽校体験講座

山の楽校
（八戸市南郷）

開館時間：8：00～17：00 休館日：月曜日
体験内容はそば打ちを始め豆腐作りや布ぞうり等ができ、
青葉湖ウォークも開催します。

いちご
：～5月下旬
さくらんぼ ：6月中旬～7月中旬
いちご
：～5月下旬
さくらんぼ ：6月中旬～7月中旬
ラベンダー：6月下旬～7月下旬

南部町商工観光交流課
0178-84-2119
ながわ農業観光案内所
0178-76-3020
グリーンプラザなんごう
0178-82-2902

山の楽校
0178-82-2222

青葉湖展望交流施設 山の楽校 行事予定
4/19 （日） そばとうどんの楽校
4/26 （日） 野菜の楽校
5/4 （月祝）～5/5 （火祝）
山の楽校まつり
（そば打ち体験、てんぽせんべい体験、食堂、即売会）
5/10 （日） そば打ち体験楽校
5/17 （日） 布ぞうりの楽校
5/24 （日） 青葉湖新緑ウォーク
5/31 （日） よもぎもちの楽校

6/6 （土）
6/7 （日）
6/14 （日）
6/21 （日）
6/28 （日）

うどんの楽校
そば打ち体験楽校
布編みスリッパ楽校
エコクラフトの楽校
米・米粉の楽校

おんでやんせ♪♪

八戸市青葉湖展望交流施設 山の楽校
住 所：青森県八戸市南郷大字島守字北ノ畑６−２
電話番号：0178-82-2222 FAX：0178-82-2222
開館時間：8:00-17:00 休 館 日：毎週月曜日
（月曜日が祝日または振替休日の場合はその翌日 ）

⼋⼾観光遊覧船始動しました。

①「はやぶさⅡ号」⇒4/18（⼟）から運⾏。
問い合わせ：有限会社⼋⼾通船

Tel

0178-33-3430

②「シャーク号」⇒前日までに要予約。
問い合わせ：観光漁業食品

Tel

0178-34-2363

※大人5名以上からの予約となります。
③「屋形船新井田丸、みらい号」⇒要予約
問い合わせ：ブルーカンパニー㈱ Tel 0178-35-4415
詳しくは各問い合わせ先にお問い合わせ下さい。

②③

【チラシに関するお問い合わせ】

①

鮫角灯台が一般開放されます。
期間：4/25〜10/25の毎週⼟・日・祝日

時間：9：00〜16：00 悪天候の場合閉鎖
（公社）⼋⼾観光コンベンション協会内
※予告なしにイベントが中⽌・延期になる事もございます。ご了承下さい。

0178-41-1661

いつもと違う景色を眺めてみよう！

