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対象となる施設は、
博物館

史跡根城の広場
南郷歴史民俗資料館

是川縄文館
児童科学館
プラネタリウム

です!

●�学･遊･館の各講座、教室、催しなどは、各施設に事前申し込
みが、必要です。
●�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
●�各施設の入館料は、一覧表をご覧ください。

各施設の入館料一覧 （　）内は、20人以上の団体
一般 大学 高校 中学 小学

博物館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

市内の小・中学生は無料
障がい者、市内在住の高齢者
（65歳以上）は半額

史跡根城の広場 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 本丸のみ有料

博物館・史跡根城の広場
共通券 400円（260円） 240円（160円） 80円（60円）

南郷歴史民俗資料館 150円（100円） 100円（50円） 50円（30円）
美術館 150円（  80円） 100円（50円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

是川縄文館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展期間中は特別展料金
分館（縄文学習館）は無料

水産科学館マリエント 300円（150円） 200円
（100円） 100円（50円） 入館料は3階のみ 障がい者、

高齢者（65歳以上）は半額

児童科学館
プラネタリウム観覧料 250円（130円） 150円

（80円）
50円

（30円） 無料
※（土）（日）（祝）は、市内の中学生は無料
※�途中入場はできませんので、上映時間前にお越しください。
団体予約専用には一般の人は、入場できません。

博物館 休4、10、17、25　開9:00〜17:00　住根城字東構35‒1　Ｔ44‒8111
Ｆ24‒4557　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
特別展「幕末明治の浮世絵
探訪展」―幕末の歴史絵か
ら明治の開化絵まで―
開催中

11/3（月・祝）まで ●内容明治維新や文明開化のようすを紹介●入館料特別料金になり
ます。一般300円（団体180円）大学生以下は入館料と同じ料金です。

市民講座「視
み

えざる森の暮
らし―北上山地・村の民俗
生態史―」

11/29（土）13:30～15:30 ●講師岡
おか

惠
けいすけ

介氏（東北文化学園大学教授）●定員60組

八戸の食に関する資料
追加募集！

●内容27年秋に開催する特別展開催に伴い、調査・展示のために、寄贈または貸し出ししてくださる
資料を探しています。●対象資料▷日々の食生活がわかる家計簿または日記（昭和40年代以前）▷明
治～昭和の食生活がわかる写真（食卓風景、年中行事の風景など）▷家内酒造道具（ドブロクなど）▷
朝市・行商の商売道具・販売日誌などの記録▷南部煎餅製造道具▷山菜採取道具、淡水漁具、狩猟道具
申27年3月31日までに、電話、FAXまたは封書で博物館へ※資料の寄贈・貸し出しに対して謝礼、使
用料金はお支払いできません。また諸権利を侵害する恐れのある場合などはお断りいたします。

南郷歴史民俗資料館 休4、10、17、25　開９:00〜17:00　住南郷区大字島守字小山田7‒1
ＴＦ83‒2443　ホhachinohe.ed.jp/haku/nango/　※入館料有り

行事名 日時 内容・定員・対象など

「南郷文化財巡り」
参加者募集

11/6（木）９:00～16:00
●集合場所市庁玄関前

●内容南郷区の文化財（一里塚、虚空蔵菩薩堂、当館など）を巡り、歴
史・文化を紹介します。●定員24人●持ち物昼食持参●申込開始日
10/24（金）～

企画展「そばづくり道具展」
開催中 ３/29（日）まで ●内容そばの栽培から食事に使われる道具などの資料を展示し、そ

ばづくりに関わる生活や文化について紹介します。

11月の11/3（月・祝）は、文化の日のため、
入館（場）料を無料とします。

史跡根城の広場 休4、10、17、25　開９:00〜17:00　住根城字根城47　Ｔ41‒1726
Ｆ41‒1756　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料有り

行事名 日時
いつでも体験できます！（2日前までに予約してください）

八幡馬の絵付け ●所要時間約30分●材料費1,200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

えんぶり人形の絵付け ●所要時間約90分●材料費1,000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）　Ｆ =FAX　ホ =ホームページ（http://www. は省略）　Ｅ =Eメールアドレス　

是川縄文館
休4、10、17、25　開9:00〜17:00　住是川字横山1　Ｔ38‒9511　
Ｆ96‒5392　ホkorekawa-jomon.jp　※入館料有り
分館（縄文学習館）Ｔ96‒1484　※入館料無し

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
企画展「海と火山と縄文
人」開催中 11/24（月・休）まで ●内容是川縄文館と東京大学の共同研究成果を通して、縄文時代前

半の環境変動を縄文人はどう乗り越えたのかを紹介します。

企画展考古学講座
「海と火山と縄文人」 11/8（土）14:00～16:00

●内容開催中の企画展にちなみ、是川縄文館と東京大学の共同研究
の成果について講演を行います。●講師辻

つじ

誠
せいいちろう

一郎氏（東京大学大学
院新領域創成科学研究科教授）●定員100人

26年度遺跡調査報告会 11/15（土）14:00～16:00（出
土品展示場は13:00～16:30）

●内容26年度中に八戸市内の遺跡で行った発掘調査の成果を報告
します。●定員100人

ドングリを食べる教室 11/29（土）、９:30～12:00
是川縄文館分館 ●定員30人（小学４年生以上）●材料費200円●持ち物エプロン

冬季日曜日縄文体験
コーナー

11/2～30までの毎週（日）
９:30～15:00

●内容火起こし、土器の文様拓本、編布編み、琥
こ は く

珀勾
まがたま

玉・滑
かっせき

石勾玉作り
※粘土を使う体験については要相談●料金200円～1,000円（展示
観覧料は別途必要）

合掌土偶の貸出期間中は
複製品を展示します

国宝「合掌土偶」が次の展示会で展示されます。貸出期間中、当館の国宝展示室では複製品やほかの優
品の展示を予定しています。
展示会名 場所 展示期間 貸出期間
日本国宝展 東京国立博物館 10/15（水）～12/7（日） ９月下旬～12月下旬

※貸出期間中に当館を有料観覧した人には、当館の特別招待券（またきてね券）を配布します。

❿ 〜縄文まつりに参加したよ！〜

　今回は、8月24日（日）に是川縄文館分館を主会場に行われた「第19回これかわ
縄文まつり」について紹介します。
　さまざまな催し物の中、大盛況だったのが「縄文の里を歩こう会」。今年は8月か
ら始まった一

いち お う じ

王寺遺跡の発掘調査現場を見学しました。貝がらや土器がたくさん
見つかった遺跡の解説や、遺物の説明がありました。また、毎年恒例トチ餅お振る
舞いも大人気！子どもたちもおいしそうに食べていました。
　10月25日（土）の「トチの実を食べる教室」ではアク抜きをしてトチ餅などを作
り、試食をします。ぜひこちらもご参加ください♪

縄文体験の予約受付中 !　　問是川縄文館　Ｔ 38-9511Ｆ 96-5392

是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん

つきたてのトチ餅おいしい～！ 発掘調査現場のようす 魚をとる道具もみつかったよ！

遺
跡
か
ら
は
マ
グ
ロ

の
骨
と
か
も

見
つ
か
っ
た
る
ん
♪

縄
文
人
も
マ
グ
ロ

好
き
だ
っ
た
る
ん
♪

美術館 休4〜7、10、17、25　開９:00〜17:00　住番町10‒4　Ｔ45‒8338
Ｆ24‒4531　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
コレクション展Ⅲ「受け継�
がれるもの～濱

は ま だ

田庄
しょうじ

司と
二人の息子～」

11/8（土）～12/14（日） ●内容現代の陶芸に大きな影響を与えた濱田庄司の作品と共に、�
彼の二人の息子の作品を紹介します。

大人のエンジョイアート
「シルクスクリーン」

11/30（日）、12/7（日）
13:00～16:00 ●定員20人（小学校3年生以上）●講師平

ひらかわ�

川則
のりあき

昭氏●参加費700円

11月の市民ギャラリー
①10/31（金）～11/3（月・祝）� 第51回八戸市美術展
②11/8（土）～9（日）� 第35回八戸市鷗盟大学総合美術展
③11/22（土）～24（月・休）� 月花の書心展－きのう�きょう－
④11/28（金）～30（日）� 八戸コンタックスクラブ25回記念写真展~書と写真の融合~
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図書館 休4、23〜30　開９:00〜19:00 （土）（日）（祝）17:00まで　
住糠塚字下道2‒1　Ｔ22‒0266　Ｆ71‒1312　ホlib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
秋の読書週間は貸出数の
上限を増やします 10/27（月）～11/8（土） ●貸出数図書と雑誌あわせて1人8冊まで（通常5冊）

講演会「図書館の古文書と
八戸藩の歴史」

11/1（土）10:00~11:30
2階集会室 ●講師三

み う ら

浦忠
た だ し

司氏（八戸歴史研究会会長）●定員50人程度（先着順）

秋の朗読会　
三浦文学を楽しむ

11/1日（土）14:00～15:00
2階集会室

●内容朗読奉仕グループ「やまびこの会」による郷土の作家三浦哲
郎氏著作の朗読●定員50人程度（先着順）

八戸藩開藩350年記念
古文書展

11/2（日）～6（木）※休館日は
除く　2階集会室 ●内容八戸藩に関連する古文書の展示

休館のお知らせ
図書館システム更新の
ため休館します。

11/23（日・祝）～30（日）

休館に伴い、次の期間中、貸出冊数と貸出期間を変更します。
期　間 貸出数 貸出期間

図書・雑誌 11/��9（日）～22（土） 8冊 3週間
AV資料 11/16（日）～22（土） 2点 2週間

雑誌スポンサー
随時募集中

●内容事業者に雑誌の購入代金を負担してもらい、雑誌最新号のカバーに事業者名と広告を表示しま
す。●募集範囲企業、商店、団体など（個人は除く）●スポンサー誌の種類図書館が選定した雑誌リスト
から選択●広告表示期間1年間●雑誌購入費の支払方法事業者が図書館指定の雑誌納入業者に直接支
払い●広告表示箇所およびサイズ雑誌カバー表面にスポンサー名、カバー裏面に広告▷表面縦約4cm
×横約13cm▷裏面雑誌の縦横の寸法未満モト雑誌スポンサー申込書（図書館で配布。市ホームページ
からダウンロード可）に必要事項を記入のうえ、郵送または直接図書館へ

第5回市史講座 11/15（土）10:00～12:00
2階集会室

●演題八戸のモダンガールズ●講師島
しまもり

守光
み つ お

雄氏（元八戸大学教授）
●定員50人程度（事前申し込み不要）

図書情報センター 休4、23〜30　開10:00〜20:00（土）（日）（祝）18:00まで　住尻内町字館田1‒1
Ｔ70‒2600　Ｆ70‒2601

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
秋の読書週間企画展示
「南部の殿様」開催中 11/22（土）まで ●内容八戸藩開藩350年を記念し、八戸の歴代藩主を特集します。

※郷土資料のため、貸し出しができません。

Go�to�the�WORLD 11/1（土）～22（土） ●内容冒険小説や旅行記などの図書やDVDを展示・貸し出しします。

図書館活用術
～本を開いて楽しく学ぶ～ 11/1（土）～22（土） ●内容タイトルや内容の中に図書館が登場する絵本や児童書を展

示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「バック・トゥー・2004」 11/1（土）～22（土） ●内容情報センターの開館が11月であることにちなみ、10年前の

貸出ランキングを紹介します。

休館のお知らせ 11/23（日・祝）～30（日）

●内容図書館システム更新のため休館します。休館に伴い、次の期
間中、貸出冊数と貸出期間を変更します。

期　間 貸出数 貸出期間
図書・雑誌 11/��9（日）～22（土） 8冊 3週間
AV資料 11/16（日）～22（土） 4点 2週間

種差海岸インフォメーション
センター

休年末年始(12月29日〜1月3日）　開９:00〜17:00　住鮫町字
棚久保14‒167　Ｔ51‒8500　Ｆ51‒8501　ホtanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
昭和にタイムスリップ！
紙芝居がやってくる

11/9（日）①13:00～②14:00～
レクチャールーム

●内容鮫町にまつわるお話を楽しもう。懐かし駄菓子をプレゼント
します。●参加費100円●定員30人

毎日、予約なしで実施されるプログラム
今日も元気！
みんなでラジオ体操

8:50～
種差天然芝生地 ●内容種差天然芝生地でラジオ体操

種差芝生地を散策しよう!
～日ごと季節の魅力が
いっぱい～

随時
種差天然芝生地 ●内容種差天然芝生地の散策

館内を冒険しよう！
～学べる展示がいっぱい～ 随時 ●内容インフォメーションセンターの館内案内
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休＝休館日　開＝開館時間　住＝住所　Ｔ = 電話（市外局番 0178）　Ｆ =FAX　ホ =ホームページ（http://www. は省略）　Ｅ =Eメールアドレス　

南郷図書館 休４、23〜30　開9:00〜19:00 （土）（日）（祝）17:00まで　
住南郷区大字市野沢字中市野沢39‒1　Ｔ60‒8100　Ｆ60‒8130

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

おすすめの文庫 11/1（土）～22（土） ●内容南郷図書館内の文庫本からスタッフおすすめの作品を集めて
展示・貸し出しします。

秋の読書週間企画展示
「わらべうた・ことばあそび」11/1（土）～22（土）

●内容わらべうた、ことばあそびに関する図書と絵本を展示・貸し出
しします。

秋のおはなし会 11/3（月・祝）14:00~15:00
南郷図書館おはなしの庭

●内容秋にまつわる絵本、紙芝居の読み聞かせと、昔あそびを行いま
す。

第12回NAN号
てんもん教室

11/3（月・祝）19:00~21:00
南郷図書館駐車場

●内容講師を招いて秋冬に見られる星座の紹介と、星の観察を行い
ます。※雨天の場合は、2階視聴覚室で星座の解説のほか、講座を行
います。●申込締切日11/2（日）

本と雑誌の
リサイクルフェア

11/8（土）～9（日）
10:00~15:00
南郷産業文化まつり会場内

●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
どを提供します。※1人1度に5冊まで

なつかし遊び豆知識 11/16（日）14:00~14:30
集会室 ●内容わらべうたや子どもの遊びに関する雑学、豆知識の小講座です。

休館のお知らせ 11/23（日・祝）～30（日）

●内容図書館システム更新のため休館します。休館に伴い、次の期
間中、貸出冊数と貸出期間を変更します。

期　間 貸出数 貸出期間
図書・雑誌 11/9（日）～22（土） 8冊 3週間
AV資料 11/16（日）～22（土） 4点 2週間

総合教育センター 休第2・4（土） 毎週（日）、（祝）　開8:15〜17:00　住諏訪一丁目2‒41　Ｔ46‒0521
Ｆ46‒1155　ホhachinohe.ed.jp　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp

行事名 日時・内容・定員・対象など 申し込み方法

市民パソコン教室②

●日時11/11（火）、12（水）
13:30～16:30●内容文書作成、
インターネットなどの基礎実
習●講師パソコンインストラク
ター●定員20人（18歳以上の社
会人）

申11/4（火）まで（必着）に氏名（ふりがな）、性別、住所、電話・FAX
番号、Eメールアドレスを記入し、「市民パソコン教室②受講希望」
と明記し、往復はがき、FAXまたはEメールで申し込み（応募多数
の場合抽選）〶031‒0803諏訪一丁目２‒41Ｅwebmaster@hec.
hachinohe.ed.jp

市民英会話教室②

●日時11/11（火）、12（水）
18:00～20:00●クラス・内容
▷初級：自己紹介、ゲーム活動な
ど▷中級：表現演習など▷上級：
テーマ別会話など●講師外国語
指導助手（ALT）

申11/4（火）まで（必着）に、氏名（ふりがな）、性
別、年齢、住所、Eメールアドレス（または電話
番号かFAX番号）、初・中・上級のいずれかの希
望クラス、学びたい内容・要望などを明記し、E
メール、FAXまたははがきで八戸市教育委員
会教育指導課へ〶031-8686内丸一丁目1‒1
Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp
※抽選などはなく、申込者を受講者とします。

市民教育公開講座②
「子どもの心の育て方」
～言葉と作法の躾

�しつけ

～

●日時11/1（土）9:30～12:00
●講師野

の ぐ ち

口芳
よしひろ

宏氏（植草学園大
学名誉教授）●内容さまざまな
観点から、子どもの作法と心を
育てることについて講演しま
す。●定員120人（先着順）

申10/28（火）まで（必着）に、住所、氏名、電話番
号（FAX番号）を記入し、｢教育公開講座受講希
望｣を明記し、はがきかFAX、Eメールで八戸市
総合教育センターへ〶031‒0803諏訪一丁目
2‒41Ewebmaster@hec.hachinohe.ed.jp
※受講できない人へは電話で連絡します。

リサイクルプラザ 休４、10、17、25　開9:00〜17:00　住櫛引字山田山1‒1　Ｔ70‒2396
Ｆ23‒5396　ホcity.hachinohe.aomori.jp/koiki/ripura/

行事名 内容など 申し込み方法

秋の再生品提供

●内容修理再生した家具などを低価格で皆さんに提供
します。（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファなどの
家具や自転車）●対象18歳以上の八戸市・階上町・南部
町の住民●当選通知当選者のみはがきで通知●引取期
間11/15（土）～23（日・祝）※運搬はご自身でお願い
します。

申11/1（土）～9（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(電話申し込み、代理申し込み不可)。
※1人2品まで（同一品は不可）
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学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

八戸公園 休4、10、17、25　開９:00〜17:00　住十日市字天摩33‒2　
Ｔ96‒2932　ふ96‒4631

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

園芸教室

11/16（日）13:00～16:00
緑の相談所 ●内容ツルバラの剪

せん

定と誘引●定員40人

11/30（日）13:00～16:00
緑の相談所 ●内容木の実で作るクリスマスアレンジメント●定員40人

こどもの国遊園地の終了 八戸公園こどもの国遊園地（メリーゴーランドなどの遊具）は、11/3（月・祝）で終了します。27年度
は、4/1から開始予定です。なお、「三八五・こども館」は、通年で利用できます。

八戸市視聴覚センター 児童科学館 休4、10、17、25　開８:30〜17:00　住類家四丁目3‒1
Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　ホkagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
11/8（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ ●内容アニメ文学館高

こうやひじり

野聖－妖怪のすむ家－／怪談－芳一ものがたり―
17:30～ ●内容ナショナルジオグラフィック　ミイラは語る

夜のプラネタリウム
17:00～（特別プログラム） ●内容冬の星空解説

18:00～（日本語版） ●内容わたしは月のだいくさん（25年度宇宙の日作文コンテスト入
賞作品参考）

市民星空観望会 17:00～18:45 ●内容晩秋の星空（月・アルビレオ・アンドロメダ大星雲　ほか）
11/22（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ ●内容世界名作アニメシリーズ②　あしながおじさん
17:30～ ●内容ナショナルジオグラフィック　動物の赤ちゃん大集合

夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） ●内容わたしは月のだいくさん（25年度宇宙の日作文コンテスト入

賞作品参考）
18:00～ ●内容星空散歩「秋の星空」（生解説）

市民星空観望会 17:00～18:45 ●内容晩秋の星空（火星・プレアデス星団　ほか）
プラネタリウム
※有料（11/3のみ無料です。）

●内容「わたしは月のだいくさん」（25年度宇宙の日作文コンテスト入賞作品参考）●時間①10:00②
11:00③13:30④15:00▷団体予約専用：（火）～（金）①～③▷一般：（火）～（金）④、（土）（日）（祝）①～④

特別プラネタリウム
季節の星空散歩 11/9（日）13：30～ ●内容秋の星空（生解説）※観覧料は無料です。

科学館KIDS工房 毎週（土）（日）、（祝）
10:00～16:00

マカロンストラップ・布バッジ・プラ板キーホルダー作りなどさ
まざまな工作を用意しています。●費用無料～200円※小学３
年生以下は保護者同伴

映像利用学習会
11/1（土）13:00～15:00 ●内容空から八戸を見てみよう●講師山

やまもと

本博
ひろし

氏（八戸パワードパ
ラグライダー）●定員100人

11/23（日・祝）13:00～15:00 ●内容南部弁を楽しもう●講師柾
ま さ や

谷伸
の ぶ お

夫氏●定員100人

映像利用鑑賞会 11/19（水）13:30～16:00
市立図書館2階集会室

●内容講演や映像上映を行います。●上映作品16ミリフィルム
「青い山脈88’」

おたのしみ劇場

●時間10:00～11:00
●実施日・内容
2（日）� ジャングル大帝「旅立ち」、コロちゃんのおたんじょうび
3（月・祝）�ぞくぞく村のオバケたち③「ドラキュラのむすこ」、10ぴきのかえる
9（日）� トムとジェリー「にわとり婆さん」ほか
16（日）� コロちゃんのおさんぽ、チャーリーとこぐまのミモ2
23（日・祝）�シートン動物記「タラク山の熊王」、リトルモンスター③「オマセな悩み」ほか
24（月・休）�イソップワールド3「ライオンに化けた猫」ほか、うしろのせきのオチアイくん
30（日）� トムとジェリー「いたずらきつつき」ほか

三八五・こども館 休4、10、17、25　開９:00〜17:00　住十日市字天摩33‒2
Ｔ96‒3480　Ｆ96‒4631

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
くらふとらんど（手づくり教室）

色とりどり紅葉アート 11/9（日）10:00～12:00 ●内容公園の紅葉した落ち葉を使った工作です。●対象小学生以
下●定員20人（当日受付・先着順）

どんぐり村の文化祭 11/23（日・祝）
10:00～12:00

●内容公園の樹や木の実を使った工作です。●対象小学生以下
●定員20人（当日受付・先着順）
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休＝休館日　開＝開館時間　住＝住所　Ｔ = 電話（市外局番 0178）　Ｆ =FAX　ホ =ホームページ（http://www. は省略）　Ｅ =Eメールアドレス　

水産科学館 マリエント 休10/27（臨時休館日）　開９:00〜17:00　住鮫町字下松苗場14‒33　
Ｔ33‒7800　Ｆ33‒7801　ホmarient.org　※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
３
階
展
示
室（
展
示・催
し
）

働き者の生き物たち展 11/2（日）～12/7（日）

●内容ウツボなどのこわい魚でも口をあんぐりと開けて気持ち良
さそうにエビに掃除をしてもらう不思議な姿、オスが子育てに励
む姿や、外敵から身を隠し自分の身を守るために隠れ家を作るため
せっせと穴を掘るエビなど別々の生き物がお互いに助け合い生き
るために見つけた働きぶりを、ぜひご覧ください。

サケ成長日記 11月上旬から来年５月の
放流まで（予定）

●内容毎年恒例、今年も新井田川漁協からいただいた卵からサケの
赤ちゃんがふ化します。たくましく成長していく姿を、ぜひご覧く
ださい。

「マリンレンジャー」
による魚への餌付け
＆じゃんけん大会

毎週（日）、（祝）12:00～ ●内容大水槽にマリンレンジャー（ダイバー）が潜り、
魚たちがエサを食べる姿をお見せします。

「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

★見て体験する
デンキウナギで
「クリスマスツリー」
点灯

毎週（日）、（祝）①10:30～
②13:00～③15:00～

●内容デンキウナギが出した電気を
使って実験を行います。

深海水圧実験 毎週（日）、（祝）
①11:00～②14:00～ ●内容水深1,000ｍの深海の世界の圧力を再現する実験です。

アーチャーフィッシュ
で水鉄砲

●内容アーチャーフィッシュは、口から水鉄砲をとばしてエサを打
ち落とすお魚です。

★やって体験する
▷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
▷海のふしぎBOX（中の見えない箱に手を入れ、中に入っている海の生き物を当てよう）

４
階
展
示

ス
ペ
ー
ス

JAMSTEC特別展～
「しんかい6500」の
軌跡～

10/20（月）～11/24（月・休）
●内容独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）が所有する
有人潜水調査船「しんかい6500」が昨年行った、世界一周航海
「QUELLE2013」などについて紹介します。

青森読売写真クラブ
第24回写真展 11/30（日）～12/20（土） ●内容読売写真クラブ会員の皆さんの作品を展示します。

臨時休館のお知らせ 10/27（月）

青葉湖展望交流施設 山の楽校 休4、10、17、25　開8：00〜17：00
住南郷区大字島守字北ノ畑6‒2　ＴＦ82‒2222

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
エコクラフトの楽校 11/1（土）9:00～12:00 ●参加費2,000~2,500円
米粉の楽校 11/1（土）10:00～12:00 ●参加費2,000円

そば打ち体験楽校 ①11/3（月・祝）9:00～12:00
②11/30（日）9:00～12:00 ●参加費1,000~1,200円

布ぞうりの楽校 11/9（日）9:00～14:00 ●参加費2,800円
干し柿の楽校 11/16（日）9:00～12:00 ●参加費1,500円

くずつるかごの楽校 11/23（日・祝）①9:00～12:00
②13:00～16:00 ●参加費1,500円

座敷ぼうきの楽校 11/24（月・休）9:00～15:00 ●参加費2,500円
おもてなし漬物の楽校 11/30（日）9:00～12:00 ●参加費2,500円

市民の森 不習岳 山開き期間４月〜11月　開9：00〜17：00　
住南郷区大字島守字外田山19　ＴＦ83‒2146

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

紅葉ライトアップ 11/1（土）～３（月・祝）
17:00～19:00 ●内容もみじ園のライトアップ。出店あり※雨天中止

もみじ狩りと
ネイチャーゲーム

11/3（月・祝）
10:00～13:00

●内容秋の遊歩道を散策し、紅葉観賞とネイチャーゲームを楽し
む。●定員50人●参加費500円（昼食・保険代）●申込期限11/1
（土）

市民の森不習岳で星空散歩
～しし座流星群を眺めなが
ら～

11/17（月）19:30～（自由解散）

●内容星空観察を通じて、自然に親しむ。※雨天時は、総合案内施
設内にてプラネタリウムを観賞します。●申込期限11/14（金）
※暖かな服装でお越しください。椅子やマットがあれば、楽に観察
できます。
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はっち 休11、21、25　開９:00〜21:00　住三日町11‒1
Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
ストリート投げ銭ライブ
in�はっち

11/ ５（水）、19（水）19:00～
1階はっちひろば

●内容毎月市内でさまざまなジャンルの音楽活動をしているパ
フォーマーたちによるライブを開催しています。

第６回魚
ぎょ

ラボ会
「田

た つ き

附勝
まさる

　八戸の漁師たち
に迫る」

11/15（土）18:30～20:00
５階共同スタジオ

●内容はっち魚ラボの一環として、写真家田附勝氏は八戸沿岸で漁
業を営む人々に密着し、撮影を続けて来ました。北の海に向き合っ
てきた浜の人々の姿に、田附さんは何を見出したのかを伺います。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

11/16（日）11：00～15：00
3階和のスタジオ　ほか

●内容さまざまな日本文化を観て・体験できる、子どもから大人ま
で楽しめる企画が満載です。今月は茶道遠州流八戸支部のお茶席
と、Acoustic�Flowerによるいけばな体験です。●参加料一部、実
費負担のものあり（材料費など）

八戸ライトショー・フェ
スティバル「クリスマス
ツリー型 LEDランプ制作
ワークショップ」

11/29（土）、12/6（土）、7（日）
①10：00～12：00②13：00～
15：00③15：30～17：30
5階レジデンス、共同スタジオ

●内容クリスマスツリー型のランプを組み立て、飾りつけをしてオ
リジナルランプを作ります。作品は12月の八戸ライトショーの光
の回廊の演出に使用した後、お持ち帰りできます。●定員各回12人
●参加費1,000円

こどもはっち 休11、21、25　開9:30〜16:30　住三日町11‒ １
ＴＦ22-5822　ホkodomohacchi.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

おもちゃ病院 11/2（日）10:00～12:00
5階共同スタジオ

●内容壊れたおもちゃを無料で修理します。一人1点まで。●費用
部品交換した時など50円～300円程度かかる場合があります。

親子でお茶会 11/16（日）①10:30②11:00
③11:30

●内容こどもはっちのお茶室で抹茶と和菓子をいただきます。
●定員各回先着2組●参加費200円

はっち市企画
こども商店街

11/22（土）～24（月・休）10:00～
18:00　※22（土）のみ12:00～
18:00　4階こどもはっち内

●内容アイス屋さんやおすし屋さんなどのお店屋さん体験ができ
る「こども商店街」を今年も開催します。たこ焼き屋さんも登場し
ますので、どうぞお楽しみに。●参加費無料（入場料別途）

八戸工業大学
「第３回市民と一緒に考える国際防災フォーラム」
●日時11/6（木）13：30～18：30●場所八戸工業大学
●内容海外研究者を招き、海外や国内における災害と防
災の現状や課題、対策を紹介。●定員100人（先着順）
●参加料無料モト10/31（金）までに申込用紙をFAXで
八戸工業大学防災技術社会システム研究センターへ。
※申込用紙は、ヴィアノヴァ２階八戸工業大学防災技術
社会システム研究センターサテライトで配布。大学ホー
ムページからダウンロード可。Ｔ25-8113Ｆ25-1966
ホhi-tech.ac.jp

健康増進ボウリングスクール
〜ボウリングで健康＆仲間づくり〜
●日時11/10（月）①10:00～②20:00～、12（水）13:30
～、13（木）①10:00～②13:30～●場所ゆりの木ボウ
ル●受講料無料（別途テキスト代、損害保険料）モト健康
増進ボウリング教室ゆりの木ボウル事務局（北村）Ｔ45-
1022Ｆ45-1019

家事家計講習会
〜予定生活・予算生活・シンプルライフに続く道〜
●日時・場所①11/15（土）10:00～11:45羽仁もと子記
念館・八戸友の家②11/18（火）10:00～11:45はっち
シアター１●受講料350円（チケット取扱：八戸友の家、
はっちインフォメーション、三春屋・ラピアプレイガイ
ド）※託児有り。要予約（250円�軽食代・保険料込み）
モト羽仁もと子記念館・八戸友の家（開館日時：日・月・木
10:00～15:00）ＴＦ24-2232、ＴＦ28-9534（平・開
館日以外）

第20回「手作り大好き会」チャリティーバザー
●日時11/28（金）、29（土）、30（日）10：00～15：00●場
所（株）吉田産業住まいのショールーム２階カルチャールー
ム●内容福祉施設こだまの園、エンジェルハウス、ふれ愛
プラザあおば、くるみの里によるパッチワーク小物、カント
リードール、アクセサリーなどの作品出展問チャリティー
バザー事務局Ｔ090-1933-3719（中山）Ｆ79-5819

平成26年度　福祉機器・介護用品展＆介護講座
●日時11/8（土）10:00～15:00●場所総合福祉会館
「はちふくプラザねじょう」●内容最新福祉機器・介護用
品展示、使い方相談、介護講座（10:30、11:30、14:00）
●入場料無料モト八戸市社会福祉協議会Ｔ47-2940Ｆ
47-1881

オストメイト講習会　
●日時11/9（日）13:00～15:30●場所総合福祉会館
「はちふくプラザねじょう」●内容▷講話「認知症・アル
ツハイマーの予防と適切な対応」講師：小

お の で ら

野寺健
け ん じ

治氏（八
戸赤十字病院精神科看護認定看護師）▷気軽な相談会相
談員：佐

さ さ き

々木はるみ氏（八戸赤十字病院皮膚・排泄ケア
認定看護師）●対象ストーマ（人工肛門・膀胱）を付けて
いる人、家族、一般●受講料無料モト（公社）日本オスト
ミー協会青森県支部三八地区ＴＦ20-6444


