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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。

10月の10

　　　　　　　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13、19、26　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
※10/10（土）は史跡根城まつりのため入館料が無料になります。

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
特別展「八戸フード記
ー自然・人・食ー」 10/3（土）～11/15（日） ※詳しくは30ページをご覧ください

特別展　講演会
10/17（土）10:00～12:00 【テーマ】東北の食‐自然環境との連動性‐【講師】野

の も と

本寛
かんいち

一氏（近畿大
学名誉教授）【定員】50人

10/31（土）13:30～15:30 【テーマ】南部煎餅の昭和史【講師】小
こばやし

林力
つとむ

（社会教育課学芸員）【定員】
50人

学芸員による
ギャラリートーク 10/17（土）14:00～ 【内容】開催中の特別展について、学芸員が分かりやすく解説します。

おとなの博物館クラブ
染色講座 10/4（日）9:00～12:00 【内容】紅花と紫根【講師】天

あまない

内みどり氏【定員】12人【参加費】3,000
円（材料費）

館外フィールドワーク
「八戸城下めぐり」 10/24（土）9:00～12:00 【内容】三八城公園から中心街まで、江戸時代の城下めぐり【講師】博

物館職員【対象】小学生以上【定員】15人【申込締切日】10/14（水）

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気軽に声をおか
けください。

史跡根城の広場 休13、19、26　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
※10/10（土）は史跡根城まつりのため入場料が無料になります。

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など　　　　　　　　　

史跡根城まつり 10/10（土）9:00～17:00
八戸発祥の地である根城の歴史と
伝統に触れるさまざまなイベント
があります。

内容・定員・対象など　　　　　　　　　

10月27日から11月9日は「読書週間」です。
この期間を中心に、市内の各図書館で、読書に親しんで

もらうためさまざまな行事を開催します。

2015年・第69回読書週間　標語
いつだって、読書日和
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南郷歴史民俗資料館 休13、19、26　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「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

展示しています。

南郷一周巡り 10/2（金）9:00～16:00
9:00までに市庁玄関前に集合

【内容】秋の南郷の素晴らしい自然や文化を体感してみませんか。
【定員】24人【持ち物】昼食【申込方法】9/25（金）から電話で受付

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休13、19、26　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
企画展
「小川原湖周辺の縄文文化」10/10（土）～11/23（月・祝） ※詳しくは31ページをご覧ください

田面木遺跡発掘調査現場
現地説明会

10/3（土）13:30～14:30
田面木遺跡（八戸高専付近）

今年度の調査で発見された奈良・平安時代の住居跡を実際にご覧い
ただきます。※詳しくは、お問い合わせください。

縄文土器作り講座 10/10（土）、17（土）
9:30～12:00

【内容】10日は素地土作り、17日は土器作り
を行います。材料の準備から焼き上げまでの
縄文土器作りの工程を学びます。※当日は汚
れてもよい服装でお越しください。【対象】小
学4年生以上※両日の参加が可能な人【定員】
10人【持ち物】古タオル【参加費】600円【申込
締切日】10/9（金）

トチの実を食べる教室 10/24（土）9:30～13:00

【内容】縄文人が主食としたトチの実を使って、
ひっつみ汁やトチもちなどの料理を作ります。
【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【申込締切日】10/23
（金）

日曜日縄文体験コーナー 10/4～25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）

ただきます。※詳しくは、お問い合わせください。

火起こし、縄文土器・土偶作り、土製耳飾り作り、土器の文様

八戸市美術館 休13～16、19、26　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

特別展「豊
とよしま

島弘
ひろなお

尚展～北の
光と三つの故郷～」 11/8（日）まで

【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。【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。

特別展　記念イベント 10/18（日）
①15:00～②15:15～

【内容】①墓獅子舞（鮫神楽連中）②対談:谷
たに

新
あらた

氏（宇都宮美術館長、美
術評論家）、三

み せ

瀬夏
なつのすけ

之介氏（東北芸術工科大学准教授、日本画家）
創作講座 出張アートイズ
「いろいろな種を使ってブ
ローチをつくろう☆」

10/17（土）10:00～11:00
はっち5階　共同スタジオ

【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歳程度のお子さんとその保護者【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。

八戸リサイクルプラザ 休5、13、19、26　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

ダンボール壁飾り作り教室 10/17（土）9:00～12:00

【内容】ダンボールで壁飾りを作ります。【定員】
4人【持ち物】ダンボール1箱（1辺が約30cm）、
飾ってみたい物（貝殻、木の実など）
【申込期間】9/24（木）～10/16（金）

新聞紙バッグ作り教室 10/18（日）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】9/24（木）～10/17（土）

エコ玉ネギ染め教室 10/24（土）9:00～12:00
【内容】染料に玉ネギの皮を使って、布を染めます。【定員】4人【持ち物】
玉ネギの皮5個分、白布1枚（天然繊維素材でTシャツや手ぬぐいなど）
【申込期間】9/24（木）～10/23（金）

エコ布ぞうり作り教室 10/25（日）9:00～12:00
【内容】着古したＴシャツで布ぞうりを作ります。【定員】4人【持ち物】
着古したＴシャツ4枚（なるべく大きいもの）、洗濯ばさみ2個、裁ち
ばさみ、30cm定規【申込期間】9/24（木）～10/24（土）

ダンボールの壁飾り



学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

26

八戸市立図書館 休9/28～10/2、13、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　ホ lib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ハッピーハロウィン 10/3（土）～29（木） 【内容】ハロウィンの物語や、魔女・かぼちゃが出てくる
児童書を展示、貸し出しします。

もっと知りたい!
ノーベル賞 10/3（土）～29（木） 【内容】10月のノーベル賞発表にちなみ、受賞者や功績

にまつわる本を展示、貸し出しします。
アートの秋 10/14（水）～11/23（月・祝） 【内容】美術を中心に絵を楽しむための本を展示、貸し出しします。
めざせ! コミュニケーショ
ン力ＵＰ 10/21（水）～11/23（月・祝） 【内容】ビジネスやプライベートで役に立つ、コミュニケーション力

向上に関する本を展示、貸し出しします。
秋の読書週間（10/27～11/9）関連行事

リサイクル本募集 10/14（水）～23（金） 【内容】不要になった本をご提供ください。漫画、雑誌、百科事典、汚
損、破損本は除く。持ち込みは1人30冊までで、返却不可。

企画展示「作家・三浦哲郎」10/21（水）～11/23（月・祝） 郷土の作家、三浦哲郎氏の作品を展示、貸し出しします。

講演会 10/25（日）10:00～11:30
図書館2階　集会室

【演題】三
み う ら

浦哲
て つ お

郎文学資料と立
たちばな

花義
よしやす

康【講師】宮
みや

忠
ただし

氏（三浦哲郎文学顕
彰協議会事業部長）【定員】50人※申込不要

秋の朗読会
「三浦文学を楽しむ」

10/25（日）14:00～15:00
図書館2階　集会室

【内容】朗読奉仕グループ「やまびこの会」による三浦哲郎作品の朗読
【定員】50人※申込不要

特別展「三浦哲郎資料展
～立花義康収蔵品より～」

10/31（土）～11/8（日）
※11/4（水）除く
図書館2階　集会室

【内容】立花義康氏が所蔵し、当館に寄贈いただいた三浦哲郎氏関係
の資料を展示

本と雑誌のリサイクル
フェア

11/1（日）9:00～13:00
移動図書館車 車庫

【内容】皆さんから提供されたリサイクル本、図書館
で除籍処分された本と雑誌を提供します。【持ち物】
本を持ち帰るための袋　※1人30冊まで

平成27年度第5回市史講座 10/4（日）10:00～12:00 【演題】八戸地方の古代社会【講師】宇
う べ

部則
のりやす

保（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）

【内容】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（CD） 9/21（月）～27（日） 2点 2週間

八戸市立南郷図書館 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・場所 内容・定員・対象など
映画になった物語 10/1（木）～29（木） 【内容】出版後に映画化された「原作本」を展示、貸し出しします。

南郷図書館でトリック・オ
ア・トリート！ 10/1（木）～29（木）

【内容】期間中に、仮装して来館し、カウンターで「ト
リック・オア・トリート」と言うと、限定版オリジナ
ルシールがもらえます。

第3回夕闇の図書館
～週末読書の集い～ 10/10（土）18:00～20:00

【内容】夜の南郷図書館で“本を通した交流”を気軽に
楽しみませんか。見学だけという方も歓迎。【定員】
10人※見学のみは20人【申込締切日】10/9（金）

 秋の読書週間（10/27～11/9）関連行事
昔ばなし特集 10/1（木）～29（木） 【内容】日本の昔ばなしに関する本を集めて展示・貸し出しします。

南郷オンリー展示 10/1（木）～29（木） 【内容】市内で、南郷図書館のみが所蔵している本の中からよりすぐ
りのライトノベルを展示、貸し出しします。

しおり作り 10/18（日）14:00～15:00 【内容】自分だけのオリジナルしおりを作ります。【定員】30人

八戸市立図書情報センター 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・場所 内容・定員・対象など

Melody of the Guitar 
～ギターの調べ～ 10/1（木）～29（木）

【内容】クラシック、フラメンコなどの名曲やロック、
アコースティックギターによる弾き語りなど、ギター
音楽に関するCDを展示・貸し出しします。

世界の昔話
－絵本で世界めぐり－ 10/1（木）～29（木） 【内容】さまざまな国の絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「MUSIC×CINEMA」 10/1（木）～29（木） 【内容】映画に使用された曲や、サウンドトラックのCDを展示・貸し

出しします。

雑誌のリサイクルフェア 10/31（土）10:00～16:00 【内容】当センターで保管期限が過ぎた雑誌（平成24年出版分）を提供し
ます。【持ち物】雑誌を持ち帰るための袋※1人5冊まで

尻内町字館田1‒1八戸駅ビル（うみねこプラザ）1階
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視聴覚センター 児童科学館 休5、13、19、26　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 

10/1（木）～31（土）
【内容】わたしのゆめのプラネット（35分）

10/10（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ムーミン谷の彗星
17:30～ 【内容】匠の世界　金工2　鉄に魂を打ち込む　鍛えてしなやかに

夜のプラネタリウム
17:00～（英語版） 【内容】秋の星
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】秋の星空（アンドロメダ大星雲・秋の星座　ほか）
10/24（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】NHKこどもにんぎょう劇場4　世界編　三びきのやぎのがらが

らどん、ハーメルンのふえふき男、ブレーメンの音楽隊※ビデオ上映 
17:30～ 【内容】プロフェッショナル仕事の流儀　京菓子司　山

やまぐち

口富
とみぞう

藏の仕事

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「秋の星空」（生解説） 

市民星空観望会 18:30～19:45 【内容】秋の星空（月・アンドロメダ大星雲・
秋の四辺形　ほか） 

第5回 かがくかん祭 10/3（土）、4（日）
10:00～16:00 【内容】楽しいショーや工作体験を行います。 

わくわくサイエンス
からくりカードを作ろう! 10/24（土）13:00～14:30

【内容】からくりカードを制作【講師】佐
さ と う

藤祐
ゆ う こ

子（南郷図書館館長）【対
象】小学3年生～中学3年生（小学3年生以下は保護者同伴）【定員】15
人【参加費】100円（材料費）※変更になる場合があります

映像利用学習会 10/24（土）13:00～15:00 【内容】浮世絵を鑑賞しよう【講師】小
お ぐ ら

倉学
まなぶ

氏（八戸クリニック街かど
ミュージアム学芸員）※申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会

10/28（水）13:30～16:00
八戸市立図書館　2階集会室

【内容】世界遺産を訪ねて～ウズベキスタン編～【講師】大
お お く ぼ

久保和
かずとも

兼氏
※申込不要

おたのしみ劇場 10:00～11:00

【実施日・内容】
▷10/4（日）  　　スプーンおばさん6
▷10/11（日）  　　まんがイソップ物語1
▷10/12（月・祝）　まんがイソップ物語2
▷10/18（日）  　　まんがイソップ物語3
▷10/25（日）  　　はだかの王様/ぱんつもいいな

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

楽しいショーや工作体験を行います。 

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

八戸市民の森音楽祭 10/4（日）10:00～14:00 【内容】地域に伝わる郷土芸能や、市内で演奏活動する団体が出演す
る音楽会を開催します。出店あります。

市民の森不習岳で
ツリーイング体験 10/18（日）10:00～13:00

【内容】ツリーイングを体験し、木や森に親し
みます。【対象】小学生以上【定員】20人【参加
費】500円（昼食、保険代）【申込方法】10/15
（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・定員・対象など
そば打ち体験楽校 10/4（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円
米・米粉の楽校 10/4（日）9:00～12:00 【参加費】2,000円
布編みスリッパの楽校 10/11（日）9:00～15:00 【参加費】3,000円

新そば祭り 10/18（日）、25（日）
10:00～15:00 【内容】食堂開設、野菜・果物の即売会



学・遊・館　各施設の講座・イベントなど
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こどもはっち 休13　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

きものファッションショー 10/18（日）11:00～12:00
1階　はっちひろば

【内容】当日は子どもたちがモデルとなり、着物姿でステージを歩きま
す。着物は各家庭でご用意ください。【対象】0歳～小学校2年生のお
子さんとその保護者【定員】10組【参加費】無料【申込開始日】9/20（日）

ばぶちゃんハロウィン 10/25（日）10:30～11:30
4階　こどもはっち

【内容】赤ちゃんのためのハロウィンパーティーを開催しま
す。ハロウィンのおはなし会やおやつツアーなどを予定【対
象】0歳～満2歳までのお子さんとその保護者【定員】25組
【参加費】無料（入場料別途）【申込開始日】10/1（木）

八戸ポータルミュージアム はっち 休13　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

はちのへ横丁月間
「酔っ払いに愛を」

10/1（木）～31（土）
中心街横丁の各所

【内容】1か月間にわたり、横丁など中心街を舞台に、
ダンスやトークなどのパフォーマンスが繰り広げら
れる「横丁オンリーユーシアター」をはじめ、日本酒
の日にちなんだイベントなど、各種関係団体の主催に
よるさまざまなイベントを開催します。※詳しくは、
はっちホームページをご覧ください。

酔っ払いに愛を2015
～横丁オンリーユーシア
ター～

10/9（金）～11（日）
18:00～22:00
中心街の横丁のお店など

【内容】横丁の飲食店や路地そのものを舞台に、さまざまなパフォーマ
ンスを披露します。ダンスやトークなど横丁の夜を味わいつくす３日
間をお楽しみください。【チケット】1枚1,000円（3公演鑑賞券＋1ドリ
ンク引換券）、プレミアムチケット3,000円※20枚限定（12公演鑑賞
券＋2ドリンク引換券）【チケット販売所】はっちインフォメーション

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

10/14（水）、28（水）
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～

10/18（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、八戸市文化協会プロデュースで、日本舞踊の披露やお茶席
などが楽しめます。また、子どもたちによる着物ファッションショー
も開催します。【参加費】一部、実費負担のものあり

はっちの一箱古本市
（本のまち八戸関連事業）

10/24（土）10:30～16:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】さまざまな人が一日だけ古本屋さんとなって本を販売します。
八戸では2回目の開催となり、今年も市内から県外まで多彩な出店
者が揃います。当日は、ほかにも本に関連したイベントを開催しま
すので、たくさんの本に触れ、楽しい一日をお過ごしください。
※出店者の募集は締め切りました。

三八五・こども館（八戸公園内） 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・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）　※申込不要・当日受付

秋のインテリア壁かざり 10/11（日）9:45～12:00 【内容】公園の木の実や葉っぱを使って、壁かざりを作る季節の工作
です。【対象】小学生以下【定員】30人

作ろう！ハロウィン人形 10/25（日）9:45～12:00 【内容】公園の木の輪や身近な物を使って、ハロウィンのおばけたち
を作ります。【対象】小学生以下【定員】30人

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　

縄文なべまつり 10/12（月・祝）10:00～15:00 【内容】9:30～火入れ、11:30～オープニングセレモニー、12:00～せんべい汁提供（1杯100円）※2,500食限定

緑
の
相
談
所

緑の専門相談 10/4（日）10:00～16:00
※12:00～13:00は除く

【内容】庭木の冬囲い【相談員】久
く ぼ

保えみ子氏（八戸造園建設業協会）
※ご来園または電話でご相談ください。

園芸教室 ①10/4（日）13:00～16:00
②10/18（日）13:00～16:00

①【内容】苗から楽しむクリスマスローズ【講師】田
た な か

中町
ま ち こ

子氏（ガーデン
コーディネーター）【定員】40人②【内容】樹木の手入れ～庭木の剪

せん

定・
移植・冬囲い～【講師】柿

かきもと

本権
けんいち

一氏（八戸造園建設業協会）【定員】40人

秋のバラ展 10/10（土）9:00～17:00、
11（日）9:00～16:00 【主催】八戸ばら会

八戸公園四季写真展 10/12（月・祝）～11/15（日）
9:00～16:00※最終日15:00 【内容】市民が撮影した八戸公園の四季の写真を展示します。市民が撮影した八戸公園の四季の写真を展示します。市民が撮影した八戸公園の四季の写真を展示します。
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水産科学館 マリエント 休なし　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
10
月
の
企
画
展

魚たちのハロウィン
展 10/31（土）まで

【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。

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ください。

海と川の循環
～河川源流から海を
考える～

10/3（土）
岩手県葛巻町の袖山高原（馬淵
川源流）

【内容】延長142kmの大河川「馬淵川」の源流と中流と河口を見学し
ながら、河川と海洋との関わり、陸域と海域の物質循環、そして河川
と水道水についての学習を行います。【対象】マリエント「ちきゅう」
たんけんクラブ会員※常時、会員募集中！

「
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「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ください。

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ください。

★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

ポエジア・羊毛フェ
ルト作品展 10/31（土）まで

【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。「面
白い・変わってる」をテーマに、八戸・青森に関係のあるものを作ってい
ます。また、ペットの写真をもとに作る、ミニチュアの「メモリードッグ」
にも取り組んでいます。

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。

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。

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

種差マルシェ 10/4（日）10:00～14:00
【内容】種差海岸近郊のお店や民宿で、旬の食材を使った当日限定のメ
ニューを食べてスタンプを集めると、先着順で、記念品がもらえます。
当日は紙芝居「さめものがたり」も上演します。（紙芝居は13:00～）

ガイドさんと歩く種差海岸
トレッキング

10/18（日）・25（日）①10:30～
12:30②13:15～15:30
【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ガイドさ
ん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。運賃は自己負担です。【参加費】無料

草刈りイベント 10/31（土）9:00～13:00
【集合場所】白浜海岸

【内容】特定外来生物の駆除などを行います。作業後は交流会もあり
ます。【参加費】500円（交流会費）

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。

オリジナル小物を作ろう 10/3（土）～31（土）まで随時
（受付16:00まで）

【内容】落ち葉や松ぼっくり、木の実を使って、自分だけのオリジナ
ル小物を作ろう!【参加費】100円

公民館 日程

10月

根　城 ＴＦ44-6927 17日（土）、18日（日）
長　者 ＴＦ45-4801 17日（土）、18日（日）
田面木 ＴＦ27-3333 17日（土）、18日（日）
　湊　 ＴＦ33-4411 24日（土）、25日（日）
吹　上 ＴＦ43-2931 25日（日）
市　川 ＴＦ52-2319 31日（土）、11月1日（日）

11月
南　浜 ＴＦ39-3036 1日（日）
上　長 ＴＦ23-3237 7日（土）、8日（日）
南　郷 ＴＦ82-3385 7日（土）、8日（日）

27年度 地区公民館まつり 問社会教育課　Ｔ43-9516　Ｆ47-4997
公民館講座や地域の人が制作した作品の展示、地域団体による手作り品の出店など、各種コーナーを設けています。
芸能発表会（公民館で活動している自主クラブ、利用団体によるステージ発表）を開催する公民館もあります。

公民館 日程

10月

白銀南 ＴＦ35-6810 3日（土）
　鮫　 ＴＦ33-1942 3日（土）、4日（日）
柏　崎 ＴＦ43-9139 3日（土）、4日（日）
　東　 ＴＦ25-2951 3日（土）、4日（日）
白山台 ＴＦ38-9788 3日（土）、4日（日）
白　銀 ＴＦ33-1633 10日（土）、11日（日）
三八城 ＴＦ45-2566 10日（土）、11日（日）
根　岸 ＴＦ20-4894 10日（土）、11日（日）
小中野 ＴＦ22-2877 17日（土）、18日（日）
下　長 ＴＦ28-8863 17日（土）、18日（日） ※ 是川公民館、瑞豊館は、今年度の開催はありません。

大館公民館は開催済みです。

詳
し
く
は
、
各
地
区

公
民
館
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

31日（土）、11月1日（日）

詳
し
く
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地
区

公
民
館
へ
お
問
い
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詳
し
く
は
、
各
地
区

公
民
館
へ
お
問
い
合

マリンレンジャーによる
魚への餌付けが見られます!

水深1,000ｍの深海の世界の圧力を再現する実験です。


