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博物館 休5・11・18・25　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・定員など 申込方法
秋季特別展「クマと生きる
－資料でたどる人と熊－」 開催中〜11/17（日） 【内容】縄文時代から現代に至るまでの、八戸地域における人とクマ

との関係を紹介
博物館に“ぽすくま”が
やってくる！ 11/3（日・祝）10:00〜 【内容】日本郵便キャラクター“ぽすくま”が特別展のために来館

ギャラリートーク 11/17（日）14:00〜 【内容】特別展の見所を学芸員が解説（入館料別途） 申込不要

市制施行90周年記念シンポ
ジウム「根城・再考－更新さ
れる根城像－」

11/4（月・休）10:15〜16:00
はちふくプラザ ねじょう

【講師】加
か と う

藤理
まさふみ

文〈（公財）日本城郭協会〉、工
く ど う

藤清
きよひと

泰
（元青森県考古学会）、中

なかむら

村隼
は や と

人（日本建築学会）
【コーディネーター】工

く ど う

藤竹
たけひさ

久（青森県文化財保護
審議委員会）【対象】一般【定員】250人【参加費】無料

（希望者にはお弁当が付きます。要申し込み）

申込不要
〈お弁当の申込

は10/27（日）
まで受付〉

博物館クラブ
「つるの編み方－“編む”って

いつから？－」   要申込 
11/16（土）10:00〜12:00

【対象】小中学生※小学生以下は保護者同伴
【定員】10組【持ち物】洗濯バサミ2個、タオル、エプ

ロン※汚れてもよい服装で

10/20（日）
から電話で

市民講座「犬追物図に描か
れた風景－八戸市博物館・も
りおか歴史文化館収蔵資料
に見る犬追物－」   要申込 

11/30（土）13：30〜
【講師】福

ふくしま

島茜
あかね

（もりおか歴史文化館）【対象】一般
【定員】50人

前日までに
電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは同館へ

11/3（日・祝）は入館料無料

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休5・11・18・25　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・定員など 申込方法
鎧と小袖姿で記念撮影 11/2（土）〜4（月・休） 【内容】中世の衣装で記念撮影 ※着付無料・要入場料 申込不要
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

11/3（日・祝）は入場料無料

南
な ん ご う

郷歴史民俗資料館 休5・11・18・25　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

ミニ企画
「八戸の映画館と看板絵師」 開催中〜令和2年3/22（日）【内容】三社大祭山車職人で、映画看板絵師でもあった和

わ や ま

山孝
こ う い ち

一の映
画看板関連資料を中心に、かつて八戸に存在した映画館を紹介

なんごうあそびのひろば 11/3(日・祝)
10:00〜11:30、13:00〜15:30

【内容】竹とんぼなど昭和の遊び体験のほか、現代
風にアレンジした動物お手玉づくりや看板絵にち
なんでパステル絵の絵葉書を描く体験もできます。

申込不要

南郷一周めぐり  要申込 11/2(土)9:00〜16:00
【内容】南郷地区の文化財や施設を見学※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

10/24（木）9:00
から電話で

11/3（日・祝）は入館料無料

11/3（日・祝）の文化の日は、入館（場）料が
〈無料〉になります

● 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。

11月の

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
史跡根城の広場

是川縄文館
南郷歴史民俗資料館
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市立図書館 休5・25〜30　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・定員など 申込方法

臨時休館のお知らせ 11/25（月）〜30（土）
【内容】図書館システム更新のため

※図書情報センター、南郷図書館と3館同時実施
臨時休館に伴う貸出冊数の変更 11/11（月）〜24（日） 【貸出対象・貸出数】図書・雑誌8冊、CD3点【貸出期間】22日間

おすすめ図書展示・貸出 【八戸市民大学講座（後期）関連図書展示 〜11/4（月・休）】【ほっこり温まる本 11/11（月）〜24（日）】
【げいじゅつにふれてみよう 11/1（金）〜24（日）】【向田邦子生誕90周年 11/6（水）〜24（日）】

第7回　市史講座 11/23(土・祝）
10:00〜12:00

【演題】戦後八戸経済史概説【講師】田
た な か

中哲
あきら

（八戸学院
大学）【定員】50人

申込不要

新刊図書のお知らせ 『八戸藩 遠山家日記第8巻』（税込2,610円）と『新編八戸市史 通史編Ⅰ原始・古代・中世』（税込3,140円）（増
刷）を販売中【販売】市立図書館、市内書店、八戸ブックセンター、博物館問歴史資料グループＴ73-3234

南
な ん ご う

郷図書館 休5・25〜30　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・場所 内容・定員など 申込方法
臨時休館に伴う貸出冊数の変更 11/11（月）〜24（日） 【貸出対象・貸出数】図書・雑誌8冊、CD・DVD2点【貸出期間】22日間
おすすめ図書展示・貸出 【おいしいワインは良いワイナリーから 11/1（金）〜24（日）】 【おすすめYA本 11/1（金）〜24（日）】

本と雑誌のリサイクル 11/2（土）10:00〜15:00
南郷産業文化まつり会場

【内容】家庭で不要になった本や図書館で除籍処分した図書・雑誌などを
提供※1人5冊まで。無くなり次第終了【持ち物】本を持ち帰るための袋

第22回 NAN号てんもん教室
 要申込 

11/3（日・祝）18:00〜20:00 【内容】講師を招いて今の時期に見られる星座の紹
介と星の観察※雨天時は屋内で講座など

前日までに
電話、直接来館

オリジナルブックカバーを
つくろう!

11/23（土・祝）
14:00〜16:00

【内容】身近にあるリサイクル素材を使ってオリジナ
ルブックカバーを作成【対象】どなたでも※小学生未
満は保護者同伴【持ち物】①ブックカバーを付けたい
本（持参できない場合は大体の大きさを測ってきてく
ださい。）②紙や布などブックカバー素材※素材・道具
は図書館でも用意、手ぶらでの参加も可

申込不要

図書情報センター 休5・25〜30　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・場所 内容など
臨時休館に伴う貸出冊数の変更 11/11（月）〜24（日） 【貸出対象・貸出数】図書・雑誌8冊、CD・DVD4点【貸出期間】22日間
おすすめ図書展示・貸出 【耳で愉しむ読書のすすめ 11/1（金）〜24（日）】【ヒーローになりたい!プリンセスになりたい! 〜11/24（日）】

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　ホ tanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法
企画展「みちのく潮風トレイ
ル全線開通記念」 11/1（金）〜12/28（土） 【内容】八戸・階上・洋野区間のトレイルエンジェル

を紹介【主催】環境省 申込不要

「秋の体験プログラム」
 要申込 

11/24（日）
① 9:15〜12:00
②11:00〜15:00

【内容】①昔の子どもたちの冬遊び道具、竹スキーを作る（要申込、参加
費500円、定員5組）。②中庭では、棒パンやスモア作りも開催（申込不
要、参加費 棒パン300円・スモア200円）

 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
自然物を使ったオブジェ
作り

11/2（土）〜24（日）
10:00〜16:00

【内容】木を土台に、木の実などを飾りつけてイン
テリアにもなるオブジェ作り【参加費】200円 申込不要

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
Ｅart@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

Co部屋オープンデイ．2019 10/26（土）13:00〜16:00 【内容】新美術館について語り合う「アートなトーク
テーブル」やハロウィンにちなんだお面を作る 申込不要

おとな×こどもワークショップ 
「大絵描き」

11/23（土・祝）
13:30〜15:30

【内容】大画面の絵をアーティストと一緒に描きあ 
げます。【講師】杜

も り の

野菫
すみれ

【定員】20人【参加費】高校生 
まで500円、一般800円※汚れてもよい服装で

電話、
Eメールで

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
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館鼻公園内 みなと体験学習館 みなっ知
ち

休5・11・18・25　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・定員など 申込方法

地域の歴史文化散歩  要申込 
11/9（土）
9:00〜12:00（受付8:30〜）

【内容】館内で3.11当時を振り返り、地元ボランティア
と湊地区を散策、帰着後に食事※荒天時は館内研修

【対象】一般（小学生以下は保護者同伴）【定員】20人
【参加費】500円

前日までに
電話で

災害時のごはん   要申込 
11/24（日）
10:00〜11:30（受付9:30〜）

【内容】災害食の備えについての講話と、災害時に
も活用できる調理体験。体験後は作ったものを試
食【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）【定員】
20人【参加費】300円【持ち物】三角巾、エプロン

11/21（木）
までに
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 内容・申込方法など

秋の再生品提供
 要申込 

【内容】修理再生した家具などを低価格で提供（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファ ほか）
【対象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】11/9（土）〜17（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】11/20（水）14:00【当選通知】当選者の
みはがきで通知【引取期間】11/23（土・祝）〜12/1（日）※運搬は当選者が行うこと

八戸ブックセンター 休5・12・19・26　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・定員など 申込方法
ギャラリー展「紙から本が
できるまで展2019」 開催中〜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

ブックドリンクス 10/25（金）、11/29（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※ワンドリンク制 申込不要

本のまち読書会スペシャル　※ワンドリンク制

「芥川賞作家　高
た か は し

橋弘
ひ ろ き

希」
特別トークイベント（仮） 
 要申込  

10/31（木）18:00〜20:00
【内容】2018年芥川賞受賞作家の高橋弘希さんによる
トークイベント※詳細は八戸ブックセンターホームペー
ジまで

電話、HPで

知の棚へのチチェローネ
帆
ばんふう

風美術館「江戸のペット」
展をよむ  要申込 

11/23 (土・祝) 
14:00〜16:00 

【内容】吉
よ し だ

田章
あ き え

恵（帆風美術館）をゲストに迎え、同美
術館で開催中の展覧会図録を開きながら、その見ど
ころなどを解説

電話、HPで

リオンの朗読会
（「ひと棚」記念企画）

11/27(水)
14:00〜16:00 

【内容】「ひと棚」で選書した「さとやまさん」「雨ニモ
マケズ」「南部昔コ集」などを公開朗読【共催】リオン
の会（八戸市読団体連合会）

申込不要

続々“フーテンのトヨさん”が
八戸にやってくる!

11/3（日・祝）1部15:00〜16:00
（要申込・ワンドリンク制）

2部16:30〜19:00（申込不要）

【内容】1部は豊
と よ さ き

﨑由
ゆ み

美（書評家）よるトーク。2部は
豊﨑由美が自ら選んだ海外文学や日本文学の魅力
を紹介しながら対面販売する。

1部は電話、
HPで

アカデミックトーク　※ワンドリンク制
シリーズ・アートをよむ

「 青森 EARTH2019：い の
ち耕す場所」展  関連企画

「わたしたちは米粒に還る」
 要申込 

11/10（日）10:00〜12:00
【内容】青森県立美術館で開催中の展覧会について、 

八戸ゆかりの安
あ ん ど う

藤昌
しょうえき

益の話も織り交ぜながら、関連 
書籍とともに解説【講師】奥

おくわき

脇嵩
たかひろ

大（青森県立美術館）
電話、HPで

シリーズ・アートをよむ
「もっと知りたい!

青森県立美術館」
 要申込 

11/10（日）14:00〜16:00

【内容】青森県立美術館の建築、常設で見られるシャ 
ガールや奈

な ら

良美
よ し と も

智作品などについて、コンセプト 
ブックや「所蔵名品選」などを開きながら解説

【講師】工
く ど う

藤健
た け し

志（青森県立美術館）

電話、HPで

ピーターラビットを英語で
読む  要申込 

11/16（土）14:00〜16:00

【内容】原書を読み英語や英国文化を観賞。テキス
ト「ピーターラビットのおはなし」（原書）は会場配付、
事前予習用に申込時に購入可

【講師】戸
と だ や ま

田山みどり（八戸工業高等専門学校）

電話、HPで

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
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山の楽
が っ こ う

校 休5・11・18・25　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・定員など 申込方法

紅葉の青葉湖ウォーク  要申込 11/3（日・祝）8:00〜13:00 【参加費】大人1,000円、小人800円

開催日の
2日前までに

電話で

そばの脱穀の楽校  要申込 11/9（土）10:00〜12:00 【参加費】500円

エコクラフトの楽校  要申込 11/10（日）9:00〜15:00 【参加費】2,000円〜2,500円
米の脱穀の楽校  要申込 11/10（日）10:00〜12:00 【参加費】500円
そば打ち体験楽校  要申込 11/17（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円

干し柿体験楽校  要申込 
11/23（土・祝）
10:00〜12:00 【参加費】1,500円

そば粉石臼挽
そば打ち体験楽校  要申込 

11/24（日）9:00〜12：00 【参加費】1,500円

いのるん通信 第40回 ここがすごい!北海道・北東北の縄文遺跡群

是川石器時代遺跡出土の
漆塗り土器

是
こ れ か わ

川縄文館 休5･11･18･25　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・定員など 申込方法

企画展「山のいとなみ」 開催中〜11/24（日）
【内容】豊かな森林資源を活かし「木の文化」でもあった縄文文化。

斧やのこぎりなどの伐採道具や木材加工や漆のための道具を通して、
現代まで続く人と森との関わりを紹介

ギャラリートーク

11/2（土）・9（土）
10:00〜11:00
11/16（土）・23（土・祝）
14:00〜15:00

【内容】企画展のみどころを学芸員が解説 申込不要

考古学講座  要申込 11/2（土）14:00〜16:00
【演題】縄文時代の木材利用〜ヒスイを運んだ丸木

舟と三内丸山のクリ〜【講師】荒
あらかわ

川隆
た か し

史〈（公財）新潟
県埋蔵文化財調査事業団〉

前日までに
電話・FAX、
直接来館

令和元年度
遺跡調査報告会

11/9（土）14:00〜16:00
（出土品展示は13:00〜16:30）

【内容】今年度に発掘調査が行われた市内遺跡の調
査結果を報告【報告予定遺跡】一

い ち お う じ

王寺遺跡、松
ま つ が さ き

ヶ崎
遺跡、新

に い だ

田城跡など
申込不要

日曜日縄文体験コーナー 11/3（日・祝）〜24（日）の
毎週（日）9:30〜15:00

【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

トチの実で縄文クッキング
 要申込 

11/16（土）9:30〜12:00
【内容】縄文人の主食トチの実を使って、ひっつみ

汁やトチもちなどを料理【対象】小学4年生以上
【定員】15人【持ち物】エプロン【参加費】200円

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を
配布

11/3（日・祝）は入館料無料

是
川
遺
跡
は
︑
縄
文

人
の
漆
利
用
を
知
る

こ
と
の
で
き
る
遺
跡

な
ん
だ
る
ん

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

縄文は、戦争がなく、自然とともに生きるくらしを1万年以上続けた、世界で
もほかにない文化です。縄文人は、農耕ではなく狩猟・採集・漁労によって定
住してムラをつくりました。また、土偶や漆器に代表される、高い技術や文化
を生み出しました。「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、大きな集落や貝塚、ス
トーンサークル、お墓などが見つかり、保存・活用がされている代表的な遺跡
で構成されています。今年7月には、この縄文遺跡群の価値が認められ、世界
遺産登録に向けた国内推薦候補となり、2021年の登録をめざしています。
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児童科学館（視聴覚センター）休5・11・18・25　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 

「秋の夜長に星空を」
【日時】11/1（金）〜24（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

熟睡プラ寝たリウム  有料 11/23（土・祝）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

11
月
９
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜にじいろのさかな（ぼうけん編）  ▷17:30〜昭和の記録東京オリンピック

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】わたしの夢のプラネット
18:00〜（日本語版） 【内容】秋の夜長に星空を

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】晩秋の星空（月・土星・みずがめ座などのお話）

11
月
23
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜わたしのワンピース　▷17:30〜地獄門

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】秋の夜長に星空を
18:00〜（生解説） 【内容】季節の星空散歩 

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】晩秋の星空（二重星団　ほか）

おたのしみ劇場
①11/3（日・祝）②11/4（月・休）
③11/10（日）④11/17（日）
⑤11/23（土・祝）⑥11/24（日）

【内容】①二匹の猫と元気な家族 ほか②ムーミン谷
の彗星③山ねずみロッキーチャック「じいさまがえ
るの旅」 ほか④山ねずみロッキーチャック「バスター
のおきみやげ」 ほか⑤まんが日本昔ばなし「屁ひり
女房」 ほか⑥ぼくときどきぶた ほか

申込不要

映像利用学習会 11/16（土）13:30〜15:00 【講演】宇宙のおはなし【講師】丹
に わ

羽隆
たかひろ

裕（八戸工業高等
専門学校）【対象】小学生〜一般【定員】100人

申込不要

市立図書館 映像利用鑑賞会 11/20（水）13:30〜15:50
市立図書館

【講演】海と船を語る〜戦艦大和ほか【対象】一般
【定員】30人 申込不要

お宝映像上映会 興味の世界 11/23（土・祝）
14:45〜15:35 【内容】DVD「京都の名刹　枯

かれ

山
さん

水
すい

・仁
に ん な じ

和寺」 申込不要

科学であそぼう in ラピア 11/24（日）10:00〜16:00
ラピア 【内容】さまざまな工作・実験などが楽しめます。 申込不要

科学館KIDS工房  有料 
毎週（土）（日）（祝）
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）

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

市民英会話教室①
 要申込 

11/7（木）・8（金）
各日　前半18:00〜19:00
　　　後半19:10〜20:00

【内容】▷上級 : 自由会話・ディべート▷中級 : 英検3級程度（中学卒
業程度）の内容や表現▷初級 : 簡単な日常会話や単語の学習【対象】
高校生以上（小・中学生は保護者同伴または送迎で可）【講師】外国語
指導助手（ALT）
申10/29（火）（必着）までに、氏名（ふりがな）・年齢・性別・住所・電話

（FAX)番号・Eメールアドレス(お持ちの人）・希望クラス（上級・中級・
初級）・希望日（1日のみ）・参加時間（前半・後半のみの選択可）を明記し、
はがき・FAX・Eメールのいずれかの方法で総合教育センターまで

市民パソコン教室② 
 要申込 

11/7（木）・8（金）
13:30〜16:30

（受付時間13:15〜）

【内容】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11/1（金）（必着）までに、氏名（ふりがな）・性別・住所・
電話（FAX）番号・Eメールアドレス（お持ちの方）、「市民パソコン教室
②受講希望」を明記し、はがき・FAX・Eメールのいずれかの方法で総
合教育センターまで※応募多数の場合は抽選

市民教育公開講座②
 要申込 

11/16（土）13:30〜16:00

【演題】子どもたちの怒りの感情について理解し、大人がイライラし
ないで子どもと向き合う方法を学ぶ【講師】佐

さ と う

藤恵
け い こ

子（アンガーマネ
ジメントジャパン）【対象】幼児・児童・生徒の保護者、幼稚園・保育
所（園）・認定こども園関係者および学校関係者【定員】100人
申11/12（火）（必着）までに、氏名（ふりがな）・住所・電話（FAX）番号・

「市民教育公開講座受講希望」を明記し、FAX・E メールのいずれか
の方法で総合教育センターまで

11/16（土）13:30〜15:00 【講演】宇宙のおはなし【講師】丹羽隆裕（八戸工業高等 申込不要11/16（土）13:30〜15:00
専門学校）【対象】小学生〜一般【定員】100人

申込不要中止

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
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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・定員など
マリエントコレクション
2019（マリコレinクリスマス）

11/9（土）〜12/25（水）
3階展示室

【内容】外見が華やかな魚やサンタさんのような配色のエビなど、ク
リスマスを盛り上げるカラフルでかわいらしい生き物たちを展示

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 ▷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「クリスマス」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

青森県高等学校
文化連盟写真展 開催中〜11/10（日） 【内容】県南地区の高校生が撮影した水産科学館の生き物たちを、リ

アルにまた幻想的に表現した作品を展示
ハガキにかこう海洋の夢
コンテスト入選作品展

11/16（土）〜令和2年1月中
旬頃まで（予定）

【内容】JAMSTEC主催のコンテスト。全国の小学生がハガキいっぱ
いに“海洋の夢”を描いた作品を紹介

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。

サケの増殖と市場大研究 11/10（日） 【内容】新井田川漁業協同組合の施設を見学しながらサケのふ化か
ら成魚になるまでの過程を学習、採卵・受精作業を実際に体験

はちのへ「ちきゅう」情報館
およびたんけんクラブ12周
年記念式典

11/30（土） 【内容】今年で12周年を迎えるマリエント「ちきゅう」たんけんクラ
ブを記念し、式典を開催。JAMSTECによる記念講演を予定

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

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休5・11・18・25　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）

紅葉アート 11/10（日）9:45〜12:00 【内容】もみじを使って壁掛け作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

どんぐり村の秋まつり 11/17（日）9:45〜12:00 【内容】どんぐりを使って置物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

八戸公園 休5・11・18・25　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 定員など 申込方法
「こどもの国 遊園地」

冬季休業 【休業期間】11/5（火）〜令和2年3/31（火）※「三八五・こども館」「八戸植物公園」は通年で利用可

秋の親子木工教室  要申込 11/3（日・祝）10:00〜12:00 【内容】親子で木の竹馬作り【対象】小学生以下【定員】25人 電話で
 園芸教室  要申込 　【場所】緑の相談所

ツルバラの剪定と誘引 11/10（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 電話で

クリスマスを彩る
ドロップリース作り 11/17（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】30
人【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、持ち帰り用袋

11/15（金）
までに電話で

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・定員など 申込方法

紅葉ライトアップ 10月下旬〜11月上旬
17:00〜19:00

【内容】紅葉したもみじ園をライトアップ（紅葉の状況により日程変
更あり）※雨天中止

ティータイムコンサート
 要申込 

11/3（日・祝）13:30〜15:30
総合案内施設

【内容】午後のひとときを薪ストーブを囲んで軽音楽
と温かい飲み物で楽しむ【定員】50人【参加費】650円

10/31（木）
までに電話で

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
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八戸ポータルミュージアム はっち 休13・21・25　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・定員など 申込方法

オリジナルてんぽ
煎餅づくり  予約優先 

11/10(日）
①10:00〜12:00
②13:00〜15:00
4階　食のスタジオ

【内容】南部鉄器の煎餅焼き器を使い、いろいろなて
んぽ煎餅作り【対象】3歳以上（小学生以下は保護者同
伴）【体験料】500円※付き添い無料【講師】田

た む ら

村暢
の ぶ ひ で

英 
（八戸商工会議所南部せんべいプロジェクト）

電話で

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

11/13（水）、27（水）
19：00〜20：00

【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

はっち市2019 11/22（金）〜24（日） 詳細は27ページをご覧ください。

令和2年度冬のイベント
優先貸館受付

【内容】令和2年12/1(火)〜25(金)の期間で、「冬」や「クリスマス」をテーマに誰もが「見る・聞く・
体験できる」企画を募集【募集期間】11/20( 水 ) 〜12/30( 月 )【施設使用料】使用日時や会場に応
じる【使用可能会場】1階：はっちひろば・シアター1・ギャラリー1、2階：シアター2・ギャラリー2、
3階：ギャラリー3※会場によって使用期間、申請可能期間が異なりますのでお問い合わせください。

こどもはっち 休13・21・25　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・定員など 申込方法

秋冬物のおさがり
掘り出し市

11/10(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
【募集】子ども用のおさがり品の無料提供募集〈募集期間11/5(火)ま

で〉※詳しくはお問い合わせください。

はちのへおもちゃ病院 11/10（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 11/10（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

未来へつなぐ平和の願い 11/11(月)14:00〜
公会堂文化ホール

【内容】原爆で傷つき修復された「被爆ピアノ」のミ
ニコンサートや公演会、朗読ほか 申込不要

はっち市 特別企画
こども商店街

11/22(金)〜24(日)10:00〜
※11/22(金)のみ12:00〜
4階　こどもはっち内

【内容】手作りおもちゃのお店屋さん体験ができる「こ
ども商店街」が登場 申込不要

市民伝言板 料金の記載がないものは無料です。

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

■オストメイト相談会
●日時10/27（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・装具コーナー講師:大
沼礼子(八戸赤十字病院)②サプリメントの正しい使い
分け講師：薬剤師ほか●対象オストメイト（会員・家族）
問（公社）日本オストミー協会青森県支部
ＴＦ20-6444、77-2470

■青森労災病院「第21回市民公開講座」
●日時11/30（土）10:00〜11:30●場所青森労災病院
●講話①「血管から健康になろう」講師川村知紀（心臓
血管外科)②「椅子にかけたままで行う体操教室」講師
武部貴子（チェアエクササイズインストラクター）
問青森労災病院医事課Ｔ33-1551（内線2331）■NPO縁「婚活相談会」  要申込 

●日時11/6（水）13:30〜●場所はちふくプラザねじょ
う●内容心理カウンセラー・行動心理士・婚活アドバ
イザーが相談を受け付けます。●対象結婚を希望して
いる独身男女またはその親●定員5人
モト特定非営利活動法人NPO縁Ｔ38-6106
ホhttp://www.npo-en.jp

■第8回 むつぼしの朗読会 ～言の葉を紡いで～
●日時11/2（土）14:00〜16:00●場所はっちシアター2
問むつぼし友の会Ｔ090-4314-9427

■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11/5（火）13:30〜15:30●場所はっちシアター2
●テーマ文化財でめぐる八戸の歴史●定員80人
申あおもり県民カレッジＴ017-739-0900
問三八学友会（對馬）Ｔ35-5674

■第9回　脳卒中予防フェア
●日時11/24（日）13:00〜14:30●場所田面木公民館
●内容脳卒中の予防と受診のタイミングなどをわか
りやすくお伝えします。
問八戸赤十字病院 医療社会事業課（山野内）
Ｔ27-3111（内線2913）

■中高年の再就職をサポート   要申込 

●日時月3回（水曜日）13:00〜16:00●場所友の会福
祉会館（長根）●内容マンツーマンでカウンセラーが
個別サポート●対象45歳以上の求職中の人
モトネクストキャリアセンターあおもりＴ017-723-6350

■健康増進ボウリングスクール    要申込 

●日時【月曜コース】11/11（月）10:00〜【火曜コース】
11/5（火）8:00〜【水曜コース】11/6（水）13:30〜【木
曜コース】11/7（木）13:30〜【土曜コース】11/2（土）
10:00〜●場所ゆりの木ボウル●参加費無料（保険料、
初回テキスト代別途）モトゆりの木ボウルＴ45-1022


