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●�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、無料です。
●�各施設の入館料は、一覧表をご覧ください。

9月の

　　　　　　　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

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。

こどもはっち 100円 障がい者は半額

八戸市博物館 休7〜9（臨時休館）、14、24、28　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111
Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
ミニパネル展

「八戸の災害」 9/1（火）〜30（水） 【内容】防災月間の9月にあわせて毎年開催しているパネル展で、過
去に八戸地方を襲ったさまざまな災害を写真パネルで紹介します。

根城史跡ボランティア募集【内容】史跡根城の広場などでガイドするボランティアを募集しています。興味がある人は史跡根城の広場入り口近くのガイドハウスに常駐しているボランティア、または博物館職員へお声掛けください。

史跡根城の広場 休14、24、28　開9:00~17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
根城おもしろ講座
体験学習講座「えんぶり
ミニ烏帽子づくり」 9/6（日）10:00〜12:00 【講師】小

こ さ か

坂勝
かつよし

義氏（青森県伝統工芸士）【対象】小・中学生以上【定員】
20組【参加費】1,500円（材料費）

歴史講演会「中世糠部の
遺跡を訪ねる」 9/20（日）10:00〜12:00 【講師】工

く ど う

藤竹
たけひさ

久氏（前八戸市博物館館長）【定員】100人

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！（2日前までに予約してください）
八幡馬の絵付け

（クラシックコース） 【所要時間】約30分【材料費】1,200円

八幡馬の絵付け
〈アレンジ（デコ）コース〉【所要時間】約90分【材料費】1,900円

えんぶり人形の各種絵付け
（太夫、えんこえんこ、笛、
手
てびらがね

平鉦、太鼓）
【所要時間】約60分【材料費】1,000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
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南郷歴史民俗資料館 休7〜11（臨時休館）、14、24、28　開9:00~17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷大字島守字小山田7‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/nango/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

企画展
「日活・青春映画スター展」 9/6（日）まで

【内容】昭和30〜40年代に、日活が製作した
映画で使用された映画俳優の衣装や小道具、
ポスター、看板絵など貴重な資料を公開し
ます。

企画展「なつかしいこども
のせかい展」 9/19（土）〜28年3/27（日） 【内容】子どもの衣服や懐かしいおもちゃ、

学校で使った教材などを展示します。

島守四十八社巡り 9/4（金）9:00〜16：00
9：00までに市庁玄関前に集合

【内容】島守で古くから信仰されてきた寺社
を巡ります。【定員】24人【持ち物】昼食
【申込開始日】8/25（火）から電話で受付
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縄文体験・展示ガイドの予約受付中 !   モト八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館Ｔ 38-9511 Ｆ 96-5392

是川縄文館の体験学習や発掘調査などの活動、体験学習などをレポートしていきます。

第15回　シカ角ペンダント作りに挑戦

縄文時代の遺跡からは、動物の骨や角・牙などを素材にした、ペンダントや櫛などの
装飾品が見つかっています。5月に開催した「シカの角でペンダント作り教室」では、
本物のシカの角を使って自由な形に加工しました。子どもたちは、「（硬いので）削る
のが難しい～」と言いながらも、素材本来の模様や色合いを活かしながら削り、集中
すること2時間。「新幹線の形に見えたから、小窓を付けてみたよ」、「模様がきれいに
なるように線を描いてみたよ」と子どもたちオリジナルのペンダントが完成しました!
シカ角シリーズ第2弾として9月19日（土）に釣針作り教室を開催予定です。ぜひこち
らもご参加ください！
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是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん

いのるん通信

どんな形にする

のかな？

シカ角ペダント
完成！

みんなで記念写真！シカの角って重たいんだね！

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休14、24、28　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392　住是川字横山1
ホkorekawa-jomon.jp　※入館料あり
分館（縄文学習館）Ｔ96‒1484　※入館料なし

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

特別展
「漆と縄文人」 9/6（日）まで

【内容】全国各地で発掘された縄文時代の漆塗りの至宝を展示し、縄
文時代にはじまり、育まれた当時の漆文化とその技術を紹介します。
※会期中、一部展示品に入れ替えがあります。【料金】特別展会期中
は一般の観覧料が300円になります。

縄文の布を編む講座 9/5（土）9:30〜15:00

【内容】布糸になるカラムシの繊維取りや布編みを体験し、縄文人の
布作りについて学びます。※当日は汚れても良い服装でお越しくだ
さい。【対象】小学４年生以上【定員】10人
【持ち物】はさみ、昼食【参加費】200円

シカの角で釣針作り教室 9/19（土）9:30〜13:00

【内容】シカの角を削って縄文時代の釣針を
作ります。※当日は汚れても良い服装でお
越しください。【対象】小学４年生以上【定員】
30人【持ち物】軍手【参加費】200円

日曜日縄文体験コーナー 9/6〜10/25の毎週（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、縄文土器・土偶作り、土製耳飾り作り、土器の文様�
拓本、編

あんぎん

布編み、琥珀勾
まがたま

玉・滑
かっせき

石勾玉作り【参加費】200円〜1,000�
円（入館料別途）
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八戸市立南郷図書館 休24、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・対象など

日本について知ろう 9/1（火）〜29（火） 【内容】日本の統計データをはじめ、日本について紹介されている本
を展示・貸出します。

お弁当作ってお出かけ特集
～秋～ 9/1（火）〜29（火） 【内容】お弁当づくりに役立つレシピの本と、秋のお出かけや散策が

さらに楽しくなるような本を展示・貸出します。

ぬいぐるみのおとまり会
お預かり期間：
9/19（土）〜23（水・祝）
お泊り日：9/24（木）
お渡し期間：9/25（金）〜29（火）

【内容】ぬいぐるみがお仕事やおはなし会をしている姿を撮影し、後
日ぬいぐるみと写真をお渡しします。【定員】50人

八戸市立図書情報
センター

休24、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・定員・対象など

ステキな歳の重ね方 9/1（火）〜29（火） 【内容】敬老の日にちなみ、ご年配の方が登場する物語やドキュメンタ
リー、介護や老人の健康に関する図書やDVDを展示・貸し出しします。

食べ物絵本 9/1（火）〜29（火） 【内容】おいしそうな食べ物が出てくる絵本を特集し、展示・貸し出
しします。

CD展示コーナー
「懐メロ＆オールディーズ」9/1（火）〜29（火）

【内容】敬老の日にちなみ、懐メロやオールディーズのCDを展示・貸
出します。

八戸市立図書館 休24、28〜10/2　開9:00~19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　Ｔ22‒0266
Ｆ71‒1312　住糠塚字下道2‒1　ホ lib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ファンタジーの世界へ 9/1（火）〜27（日） 【内容】秋の夜長に冒険の旅へ出てみませんか。大人も子どもも楽し
めるファンタジーの本を展示、貸し出しします。

本で世界を旅しよう 9/25（金）〜10/12（火・祝） 【内容】世界の絶景や世界遺産などの本を展示、貸し出しします。

“本のほん”展 9/25（金）〜10/20（火） 【内容】本について書かれたブックガイドやエッセイなど、“本のほん”
を展示、貸し出しします。

第5回　 八戸市図書館 を
使った調べる学習コンクー
ル作品募集

9/1（火）〜27（日）

【内容】図書館の本などを使った調べる学習の作品を募集します。
調べるテーマは自由です。上位入賞した作品は、全国コンクールへ
出品されます。サイズなど：小学生はB4まで、中学生はA4まで。
50ページ以内※調べるときに使った本の「本のタイトル」「書いた
人の名前」「出版社」「出版年」を書いてください。写真を付けるとき
は「撮った人の名前」も書いてください。応募方法：図書館、南郷図
書館、図書情報センター、各小・中学校で配布の「応募カード」を添え
て、学校または図書館へ。応募者全員に参加賞があります。

平成27年度
第4回市史講座 9/12（土）10:00〜12:00 【内容】縄文時代の八戸【講師】村

む ら き

木�淳
あつし

（是川縄文館参事）【定員】50人
※申込不要

特別図書整理（蔵書点検）の
ため休館します 9/28（月）〜10/2（金）

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 9/14（月）〜27（日） 8冊 3週間
AV資料 9/21（月）〜27（日） 2点 2週間

八戸市美術館 休14〜18、24、28　開9:00~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住番町10‒4　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

市民アートサポートI
イ カ ノ フ

CANOF
第13回企画展「笹

さ さ お か け い こ

岡啓子 
― 種差 n

に の し ま

inoshima展」
8/22（土）〜9/13（日）

【内容】三陸復興国立公園指定記念種差シリーズ第3弾です。林
はやし

忠
ただひこ

彦
賞をはじめ、数々の賞を受賞している写真家の笹岡啓子氏の大規模
な写真展です。会期中のイベントについてはICANOFのホームペー
ジをご覧ください。ホhttp://icanof.parallel.jp

特別展
「豊

とよしま

島弘
ひろなお

尚展」
9/19（土）〜10/12（月・祝）

【内容】北欧神話やオーロラ、宇宙をテーマに壮大な作品を発表し続け
てきた豊島弘尚氏の特別展です。詳細は35ページをご覧ください。
【料金】特別料金です。（　）内は20人以上の料金。一般300円（150）円
※市内小・中学生は無料。高齢者（市内65歳以上）、障がい者は半額。

出張アートイズ
「空き箱でピンホールカメ
ラづくり」

9/5（土）10:00〜11:00
2階　講義室

【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ

�氏(八戸学院短期大学幼児保育学科講師)【対象】4歳〜
9歳程度とその保護者【定員】10組【参加費】500円（材料費）※同伴
者は入館券が必要【申込方法】電話でお申し込みください。
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視聴覚センター 児童科学館 休7、14、24、28　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132
住類家四丁目3‒1　ホkagakukan-8.com　※プラネタリウムは有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

プラネタリウム
� 有料 

9/5（土）〜30（水）
【内容】わたしのゆめのプラネット
※9/1（火）〜4（金）はプラネタリウム
　入れ替えのため上映はありません。

9/12（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】象のいない動物園
17:30〜 【内容】綾小路きみまろ爆笑エキサイトライブビデオ2

夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】わたしのゆめのプラネット
18:00〜（日本語版） 【内容】わたしのゆめのプラネット

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】初秋の星空（土星・夏の大三角・二重星　他）
9/26（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】スプーンおばさん22
17:30〜 【内容】人間の翼　最後のキャッチボール

夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】わたしのゆめのプラネット
18:00〜 【内容】星空散歩「初秋の星空」（生解説）

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】初秋の星空（月・夏の大三角・二重星　他）
特別プラネタリウム

「季節の星空散歩」 9/13（日）13:30〜14:05 【内容】初秋の星空（生解説）�

市立図書館
映像利用鑑賞会

9/16（水）13:30〜16:00
八戸市立図書館　2階集会室

【内容】16mmフィルムの上映を行います。
「イーハトーブの赤い屋根」※申込不要

シルバーウィーク
プラネタリウム特別上映会

9/19（土）〜23（水・祝）
10:00〜15:00

【内容】「わたしのゆめのプラネット」【上映時間】10：00、11：00、
15：00※13：30は日替わりの生解説の特別番組です。
【観覧料】期間中は全ての上映が無料です。

映像利用学習会 9/26（土）13:00〜15:00 【内容】空から見た八戸の風景【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）※申込不要

おたのしみ劇場 10：00〜11:00

【実施日・内容】
▷9/6（日）� �スプーンおばさん④
▷9/13（日）� スプーンおばさん⑤
▷9/20（日）� 楽しいムーミン一家①、フレンドリー・バニー・マイロ②
▷9/21（月・祝）�楽しいムーミン一家②、フレンドリー・バニー・マイロ③
▷9/22（火・祝）�楽しいムーミン一家③、フレンドリー・バニー・マイロ④
▷9/23（水・祝）�楽しいムーミン一家④、名作童話大全集④
▷9/27（日）� 楽しいムーミン一家⑤、名作童話大全集⑨

科学館KIDS工房 毎週（土）（日）（祝）10:00〜16:00
【内容】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※申し込み
不要で、小学３年生以下は保護者同伴

時間 火〜金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

天体望遠鏡で星を観察したよ！

何が見えるかな？

KIDS工房では、いろいろな
ものが作れるよ！
作り方は職員さんが
教えてくれるよ！

アロマゼリー
（芳香剤）

わごむグライダーマカロン
ストラップ

スーパーボール布バッジ プラ板キーホルダー

2階へ上がるとロボハチが出迎えてくれるよ！

ソーラーの力で動く自転車で
対戦しよう！

宇宙での体重が

測定できるよ！

もし、もし？

児童科学館で、いろいろ体験してみよう!
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水産科学館マリエント 休14〜16　開9:00~17:00　Ｔ33‒7800　Ｆ33‒7801　
住鮫町字下松苗場14‒33　ホmarient.org　※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

９
月
の
企
画
展

魚たちのハロウィン展 9/3（木）〜10/31（土）

【内容】名前も見た目もちょっと風変わりな、まるで仮装しているよ
うなハロウィンをイメージさせる魚たちを紹介します。館内や水槽
をハロウィン一色で飾り付けします。マリエントならではのハロウィ
ンをお楽しみください。

夜のマリエント 秋 9/19（土）〜23（水・祝）
17：00〜20:00

【内容】秋の「夜のマリエント」です。ランタンを手に、マリエントの
夜を探検しましょう。水槽照明による幻想的な世界をぜひご覧くだ
さい。�ウミネコシアターでは、深海生物の貴重な映像を上映します。
金魚すくいやイカ釣り体験もあります。

活スルメイカ展 10月下旬まで（予定） 【内容】八戸を代表するスルメイカの生きた姿をご覧いただけます。
「
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

魚眼図 随時
【内容】水槽の中から皆さんを水中カメラで
撮影します。撮影した写真はマリエントホー
ムページから自由にダウンロードできます。

デンキウナギで
「ジャックランタン」
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。

「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ご覧にな
れます。

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が、口から水鉄
砲を飛ばしてエサを撃ち落とす様子をご覧
になれます。

★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
室

アオウミガメ カメ吉
絵画作品展
～久

く ぼ た

保田政
ま さ こ

子と描い
たみんなのカメ吉～

9/13（日）まで
【内容】4月に開催した「“もぐらんカメ吉”�
ありがとう企画」の参加者全員の全ての作品
を展示します。

ポエジア・羊毛フェ
ルト作品展 9/18（金）〜10/31（土）

【内容】八戸市在住の小
こむかい

向詩
う た こ

子氏（羊毛造形作家）による作品展です。
ほかの人が作ろうと思わないようなもの、「素敵・可愛い」より「面白
い・変わってる」をテーマとし、地元「八戸・青森」に関係のあるよう
なものを作っています。また、ペットの写真からミニチュアの「メモ
リードッグ」作りにも取り組んでいます。会場では、ストラップや羊
毛小物などの販売も行っています。

体験販売コーナー 【内容】さまざまな体験コーナーを開催します。詳しくはマリエントホームページをご覧ください。

もぐらんカメ吉

巨大なウミネコの卵に入って
ヒナになった気分!

カニや貝、ヒトデなどに
直接触れるよ！

マリンレンジャーによる
大水槽での餌付けが見られるよ!

映像コーナー アジアアロワナ ピラニア

ガラ・ルファ水槽
く
す
ぐ
っ

た
い
♪

みんな、大水槽の前に集まれ〜

体験販売コーナー
ポエジアさんとカメの
ストラップなどを作る
体験ができます！

マリエントで、見て、触れて、楽しもう !
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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　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

ひぼかはっとを作って食べ
よう 9/6（日）10:00〜13:00

【内容】懐かしの味「ひぼかはっと」づくりを体験し、試食します。
【定員】20人【参加費】500円（昼食・保険代）【申込期限】9/3（木）まで
に電話でお申し込みください。

市民の森不習岳でアウトド
アクッキング体験
～秋の味覚を味わおう～

9/20（日）10:00〜13:00
【内容】山の食材を使った鍋や手づくりのピザなどを調理し、秋の味
覚を味わいます。【定員】50人【参加費】500円（昼食・保険代）
【申込期限】9/17（木）までに電話でお申し込みください。

青葉湖展望交流施設山の楽校 休7、14、24、28　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・対象など
そば打ち体験楽校 9/6（日）９:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円
布ぞうりの楽校 9/13（日）9：00〜14：00 【参加費】2,800円
彼岸団子の楽校 9/20（日）9：00〜12：00 【参加費】1,500円
うどんの楽校 9/21（月・祝）9：00〜12：00 【参加費】1,500円

種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　ホtanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

企画展
「なぜなぜ？種差海岸」 9/1（火）〜10/31（土）

【内容】センター内の「四つの壁」で、種差海岸で見られる動植物や自
然に起きるさまざまな「なぜ？」「どうして？」にQ＆A方式で回答
します。あなたが普段疑問に感じていることの謎が解けるかも…

種差海岸
ガイドと歩く
トレッキング

9/5（土）、19（土）
①午前の部10：30〜12：30
②午後の部13：15〜15：30
【集合場所】種差海岸インフォ
メーションセンター

【内容】①白浜〜天然芝生地②葦毛崎〜
大須賀海岸を地元のベテランガイドの
話を聞きながらトレッキング
※出発地まではワンコインバス・うみ
ねこ号を利用します。運賃は自己負担。
【参加費】無料

歩いてイガった!
夕焼けトレッキング

9/26（土）
15：20〜17：45
【集合場所】葦毛崎展望台

【内容】葦毛崎から第一魚市場まで散策。市場内からの美しい夕日を
眺めてみませんか。運が良ければイカの水揚げ見学も。【対象】小学
生以上（4年生以下は保護者同伴）【定員】30人【参加費】一般800円、
小学生500円

ぷらっとプログラム（毎日、予約なしで実施されるプログラム）　※利用状況につき、実施できない場合があります。

サンドアートを作ろう 9/5（土）〜30（水）随時
（受付16:00まで）

【内容】カラフルな色砂を使って、世界に1つだけのオリジナルサン
ドアート（砂絵）を作ります。【参加費】100円

八戸リサイクルプラザ 休7、14、24、28　開9:00~17:00　Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　
住櫛引字山田山1‒1　ホcity.hachinohe.aomori.jp/koiki/ripura/

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ペットボトル風車作り教室 9/12（土）10：00〜12:00

【内容】ペットボトルで風車を作ります。
【定員】4人【持ち物】500mlの6角型ペットボ
トル2本（キャップ付）、針金ハンガー2本、軍
手【申込期間】8/22（土）〜開催日の前日

新聞紙バッグ作り教室 9/26（土）10：00〜12:00
【内容】新聞紙でバッグを作ります。
【定員】4人【持ち物】新聞紙（2日分）、30cm定
規【申込期間】8/22（土）〜開催日の前日

エコタオル
ぞうり作り教室

9/27（日）9：00〜12:00

【内容】タオル生地を使ってぞうりを作ります。
【定員】4人【持ち物】フェイスタオル４枚また
はバスタオル1枚、布切りばさみ
【申込期間】8/22（土）〜開催日の前日
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八戸ポータルミュージアム はっち 休8  　開9:00~21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　
住三日町11‒1　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

9/9（水）、23（水・祝）
19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】毎月はっちひろばを舞台に、市内外で音楽活動
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。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

9/20（日）11:00〜15:00
3階　和のスタジオ　ほか

【内容】毎月第3日曜日ははっちでさまざまな日本文化
が楽しめます。今月は、（財）岡

お か だ

田茂
も き ち

吉美術文化財団八�
戸支部の皆さんによるによるお茶席です。【参加費】一
部、実施負担のものあり

こどもはっち 休8　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822住三日町11‒1　ホkodomohacchi.com
※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・対象など

秋・冬物！「おさがり掘り
出し市」

9/13（日）10：30〜13：00
1階　はっちひろば

【内容】子ども用のおさがりを必要な方へお譲りしま
す。無料提供のおさがりは随時募集していますので、
詳しくはお問い合わせください。

人形劇「あやとじろきちお
おかみ」「タマゴ」

9/22（火・祝）開場12:45
開演13：00〜14：20
南郷文化ホール

【内容】人形劇団プークによる楽しい人形劇です。
※予約不要

三八五・こども館（八戸公園内） 休7、14、24、28　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・定員・対象など　
サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

だいすき！
敬老の日プレゼント 9/13（日）9:45〜12:00

【内容】八戸公園の木を使った敬老の日工作です。顔をかわいく作り
プレゼントしましょう。【対象】小学生以下【定員】30人※申込不要・
当日受付

木の実で作る
秋のマグネット 9/27（日）9:45〜12:00

【内容】八戸公園の木の実を使った工作です。飾り付けをしながら自
分だけのオリジナルマグネットを作りましょう。【対象】小学生以下
【定員】30人※申込不要・当日受付

みんなで行こうよ！八戸公園！

八戸公園 休７、14、24、28　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　

緑
の
相
談
所

園芸教室

9/13（日）13:00〜16:00
【内容】キクの作り方〜奥州菊の秋の管理〜
【講師】工

く ど う

藤亮
りょうえつ

悦氏（八戸菊花会）【定員】40人

9/20（日）13:00〜16:00

【内容】敬老の日のフラワーアレンジメント【講師】千
ち ば

葉智
と も こ

子氏（フラ
ワーサークルcoco主宰）【定員】20人【持ち物】花ばさみ、
お持ち帰り用の袋【参加費】800円（材料費）
【申込期限】9/18（金）までに電話でお申し込みください。

緑の専門相談
※�時間内（12:00〜13:00
除く）に電話または直接
ご相談ください。

9/6（日）10:00〜16:00
【内容】庭木の剪定について相談ができます。
【相談員】秋

あきやま

山芳
よしてる

輝氏（八戸造園建設業協会）

9/20（日）10:00〜16:00
【内容】家庭果樹の手入れについて相談ができます。
【相談員】佐

さ と う

藤友
と も え

衛氏（コンサルタント協会）
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プラットフォームあおもりのイベント
【若手人材の定着セミナー】
●日時9/2（水）13:00～17:00●場所八戸グランドホテ
ル●内容若者が辞めない企業を実現するための工夫を学
びます。講師：高

た か ぎ

木茂
しげる

氏（オフィス55代表取締役）●対象
企業経営者、企業の人事担当者、企業の育成担当者●定
員30人●参加費無料
モト8/28（金）までに電話でNPO法人プラットフォーム
あおもりへＴ017-763-5522Ｆ017-763-5523

【アレルギーフレンドリーフォーラム】
●日時9/23（水・祝）13:30～16:30●場所八戸グランド
ホテル●内容アレルギー疾患の生み出すさまざまな社会
的課題を共有し、子育て中の女性も働きやすい地域社会
実現に向けて基調講演などを実施し行動するきっかけ作
りを行います。（アレルギーフレンドリーなデザート付き）。
基調講演「アレルギーフレンドリーな社会へ」
講師：今

いまむら

村慎
しん た ろ う

太郎氏（NPO法人アレルギーっこパパの会�
理事長）●対象アレルギー疾患を抱える子どものお母さん、
自治体担当者、多様な人材を活用したい企業担当者など
●定員50人●参加費無料
モト電話でNPO法人プラットフォームあおもりへ
Ｔ017-763-5522Ｆ017-763-5523

八戸高専公開講座
モト八戸高専総務課Ｔ27-7239Ｆ27-9379
Ｅrenkei-o@hachinohe-ct.ac.jp
※（土）（日）（祝）は申し込みや問い合わせを受付ていません。
※�日程や傷害保険料などについては受講申し込み時にお
知らせします。

【メカ no ワールド体験塾】
●日時9/5（土）9:00～●場所八戸高専●内容機械システ
ムデザインコースによるものづくり実習●対象中学生●
定員30人※定員を超えた場合は抽選●参加費無料●申
込締切日8/25（火）

【ブリッジコンテスト】
●日時9/5（土）10:00～16:00●場所八戸高専●内容環
境都市・建築デザインコースによるブリッジコンテスト
●対象中学生とその保護者、中学教員●定員16人●参加
費無料●申込締切日8/31（月）

【Trip to the Galaxy： Adventure in English】
●日時9/19（土）、10/3（土）・24（土）10:00～15:00●
場所八戸高専、白山台公民館●内容宇宙に関係する内容
やさまざまな世界を舞台にした英語教材を使って、想像
力を養うこと、また天文学に関係する科学工作を行いま
す。●対象小学生とその保護者●定員20人●参加費無料
●申込期間9/1（火）～14（月）

【建築模型作り】
●日時9/26（土）13:00～17:00●場所八戸高専●内容
環境都市・建築デザインコースによる簡単な形の建築模
型作り講座です。●対象中学生とその保護者、中学教員
●定員16人●参加費無料●申込期間9/3（木）～18（金）

【ジュニアロボット教室】
●日時10/3（土）9:30～12:30●場所八戸高専●内容電
気情報工学コースによるロボット工作教材セットをベー
スとしたコントロールロボットの製作です。●対象小学
5年生～中学生（小学生は保護者同伴）●定員20人●参加
費無料●申込期間9/1（火）～25（金）

青森県産のお肉を使った料理教室
●日時9/5（土）10:00～13:00●場所林料理学校（根城
五丁目）●定員30人（申込多数の場合抽選）●参加費無料
●持ち物エプロン、三角巾、筆記用具
モト8/27（木）（必着）までに、往復はがきに住所、氏名、
年齢、電話番号を記入し、青森県食肉事業協同組合連合
会へ〶030-0113青森市第二問屋町3-5-25Ｔ017-729-
8078Ｆ050-1197-8559

海上自衛隊八戸航空基地祭
●日時9/6（日）8:30～15:30●場所海上自衛隊八戸航空
基地●内容航空機地上展示、航空機飛行展示、海上自衛
隊大湊音楽隊演奏会ほか※イベント内容は都合により
変更する場合があります。
問海上自衛隊第２航空群司令部広報室
Ｔ28-3011（内線2331）
Ｅ2aw-kouhousitu@inet.msdf.mod.go.jp

八戸立教会公開講演会
●日時9/12（土）14:00～15:45●場所八戸プラザホテ
ル・アーバンホール●内容演題：3・11後の心を立て直す
「ストレス時代の処方箋こころ豊かに生きる力」、
講師：香

か や ま

山リカ（立教大学現代心理学部教授精神科医）
●定員300人●参加費無料
問講演会事務局ＴＦ44-3121Ｆ44-3128

八戸おもと同好会第38回名作展示会
●日時9/26（土）13:00～17:00、27（日）9:00～16:00
●場所NHK八戸支局ナハミズキホール●内容日本古典
園芸植物「おもと」の葉芸展示●入場料無料
問八戸おもと同好会ＴＦ52-2848

弘前大学公開講座「ひろだいナビゲート・キャラバ
ン（八戸の高校生あつまれ）」
●日時9/12（土）14:00～16:15●場所八戸商工会館●
内容弘前大学の講師が、学ぶことの魅力、将来の夢など
を高校生の皆さんに語りかけます。当日は進路相談ブー
スを併設します。
①演題：「私が」「みんな」に影響されるとき〈講師：日

ひ び の

比野�
愛
あ い こ

子氏（人文学部准教授）〉②演題：雲をつかむ話〈講師：�
石
い し だ

田祐
さちのぶ

宣氏（理工学研究科助教）〉③演題：好きな研究をし�
てご飯を食べること♪〈講師：前

ま え だ

多隼
は や と

人氏（農学生命科学�
部助教）〉●対象高校生※学年問わない●参加費無料
申参加を希望する場合は電話で公開講座事務局へ。また
可能な限り在学の高校にその旨をお伝えください。※当
日参加可
問公開講座事務局Ｔ0172-39-3108Ｆ0172-39-3961


