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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。

11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4、9、16、24、30　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

特別展「八戸フード記
−自然・人・食−」 11/15（日）まで

【内容】八戸の豊かな食の民俗とその特徴を紹介します。【料金】一般
のみ特別料金です。（　）内は20人以上の料金。一般300円（180）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。

学芸員による
ギャラリートーク 11/7（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。

市民講座 11/28（土）13:30～15:30 【演題】本州アイヌと北奥の戦国領主【講師】関
せ き ね

根達
たつひと

人氏（弘前大学
教授）【定員】60人

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4、9、16、24、30　開9:00~17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入場料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
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

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

11/3（火・祝）は、文化の日のため、
入館（場）料を無料とします。

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!
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埋蔵文化財センター
是川縄文館

休4、9、16、24、30　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」11/23（月・祝）まで

【内容】小川原湖周辺の縄文遺跡から見つかった出土品を通して、八
戸地域とは異なる湖沼地帯に住んだ人びとのくらしや文化を紹介し
ます。

ギャラリートーク ①10/31（土）14:00～15:00
②11/21（土）14:00～15:00

【内容】当館学芸員が、開催中の企画展のみどころを解説します。
※申込不要、別途入館料が必要です。

企画展　考古学講座 11/7（土）14:00～16:00
【講師】斉

さいとう

藤慶
や す し

吏氏（青森県教育庁文化財保護課文化財保護主査）【演
題】小川原湖周辺の縄文遺跡と貝塚【定員】100人【持ち物】筆記用具
【申込締切日】11/6（金）

平成27年度
遺跡調査報告会 11/14（土）14:00～16:00 【内容】今年度、発掘調査が行われた八戸市内の遺跡の調査結果を報

告します。※出土品展示は13：00～16：30

縄文土器作り講座 11/21（土）9：30～15:00

【内容】縄文土器作りの工程を学ぶ講座で、
製作した縄文土器の焼き上げ（野焼き）を行
います。焼き上げの見学可。※汚れても良
い服装でお越しください（雨天時は延期し
ますのでお問い合わせください）【対象】10
月に開催された縄文土器作り講座を受講さ
れた人など【持ち物】古タオル

ドングリを食べる教室 11/28（土）9：30～12:00

【内容】縄文人が主食としたドングリを使っ
て、ドングリクッキーやドングリのすいと
ん汁などの料理を作ります。【対象】小学4
年生以上【定員】15人【参加費】200円【持ち
物】エプロン【申込締切日】11/27（金）

冬季日曜日縄文体験
コーナー

11/1～29の毎週（日）
9:30～15:00

【内容】火起こし、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）

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 38-9511Ｆ 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16回　縄文まつりに参加したよ！

8月23日（日）に開催した「これかわ縄文まつり」では、第20回目にして初めての雨天
で中止になったイベントもありましたが、決行できた縄文鍋やトチ餅の試食、縄文ス
タンプラリーなどは大盛況となりました。
縄文まつり限定で試食可能な縄文鍋は、具材は縄文人も食べていた鮭やゴボウを、味
付けには味噌や醤油ではなく魚

ぎょしょう

醤を使います。「この味を毎年楽しみにしている」と
来場者の皆さんからは大好評でした。
また、火起こしや土器作りなど縄文体験をすると抽選に参加できる「縄文体験スタン
プラリー」も大にぎわいでした。

ち
び
っ
こ
パ
ワ
ー
の
お
か

げ
で
、
ト
チ
餅
が
す
ご
く

美
味
し
く
な
っ
た
る
ん
♪

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

こだわりの縄文鍋の

試食には大行列！

トチ餅おいしくなーれ♪よいしょ～！
スタンプラリー抽選会！なにが出るかな？？
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南郷歴史民俗資料館 休4、9、16、24、30　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」 28年3/27（日）まで

【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。
おはじきやめんこなど昭和の子どもの遊び
が体験できるコーナーもあります。

南郷文化財巡り 11/6（金）9：00～16:00
9:00までに市庁玄関前に集合

【内容】南郷の文化財を巡り、歴史や文化を
紹介します。【定員】24人【持ち物】昼食【申
込開始日】10/27（火）から電話で受付

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2-41Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jpホhachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

市民教育公開講座② 11/7（土）9：30～12:00
※9:00から受付開始

【内容】LINEをはじめとするSNS利用の依存性（長時間利用）と、不適切
発信を中心としたトラブルの現状を理解し、対策および予防について
学ぶ。【演題】子どものスマートフォン利用で本当に気をつけたいこと�
【講師】高

たかはし

橋大
たいよう

洋氏〈（一社）セーファーインターネット協会事務局）〉�
【定員】120人【申込方法】11/4（水）まで（必着）に、はがき・FAX・Eメー
ルで、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号（FAX番号）、Eメールアド
レスを記入し、「市民教育公開講座②受講希望」と明記し、八戸市総合
教育センターへ※受講できない人には電話などで連絡します。

市民パソコン教室②
11/10（火）・11（水）
13:30～16：30
※13:15から受付開始

【内容】インターネットで情報検索、ワードで案内状
の作成などを行います。※2日間の教室です。【対象】
市内に住所を有する18歳以上の社会人【定員】20人
【申込方法】11/2（月）まで（必着）に、はがき・FAX・
Eメールで、住所、氏名（ふりがな）、性別、電話番号
（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、総合教育センター
へ※応募多数の場合は抽選

市民英会話教室② 11/10（火）・11（水）
18:00～20:00

【講師】外国語指導助手（ALT）【定員】25人【申込方法】
11/2（月）まで（必着）に、はがき・FAX・Eメールで、
住所、氏名（ふりがな）、性別、年齢、電話番号、初・中・
上級のいずれかの希望クラスや学びたい内容・要望
を記入し、教育指導課へ〶031-8686内丸一丁目
1-1Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp
Ｔ43-9519Ｆ47-4997

八戸リサイクルプラザ 休2、9、16、24、30　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

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)【対象】18歳以上の八戸市、階上町、南部町の住民
【申込方法】11/7（土）～15（日）に、申込書（当館で配布）に希望する再生品を記
入し提出してください※1人２品まで申し込み可（同一品申込不可）、電話・代
理申込不可【公開抽選】11/18（水）14：00【当選通知】当選者のみはがきで通知
【引取期間】11/21（土）～29（日）※運搬はご自身でお願いします。

八戸市美術館 休9～12、16～19、23～27、30　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】一般のみ特別料金です。
（　）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。

市民ギャラリー

11/13(金）～15（日）　第52回八戸市美術展
11/20(金）～22（日）　第24回錦の会日本画作品展
11/20(金）～22（日）　第5回実の会油絵作品展
11/28(土）・29（日）�　第36回八戸市鷗盟大学総合美術展

昔使用していたスケート靴
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視聴覚センター 児童科学館 休2、9、16、24、30　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 

11/1（日）～29（日）
【内容】わたしのゆめのプラネット（35分）

11/14（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】トムとジェリー　星空の音楽会

17:30～ 【内容】平成17年度青森県民カレッジ　あおもり学特別講座②
食はいのちを育む～森のイスキアより～

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 17:00～18:45 【内容】晩秋の星空（秋の四辺形・アンドロメダ大星雲　ほか）
11/28（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】わいわい乗り物DVD　ゆかいなくるま大集合！
17:30～ 【内容】森の中の淑女たち

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「晩秋の星空」（生解説）

市民星空観望会 17:00～18:45 【内容】晩秋の星空（冬の星座・プレアデス星団　ほか）

映像利用学習会 11/21（土）13:00～15:00 【内容】子育て孫かで【講師】平
ひ ら ま

間恵
え み

美氏（はちのへ未来ネット代表）
※申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会

11/25（水）13:30～16:00
八戸市立図書館　2階集会室

【内容】ビデオ上映「SAWADA～青森からベトナムへピューリッツ
アー賞カメラマン　沢

さ わ だ

田教
きょういち

一の生と死～」※申込不要

おたのしみ劇場 10:00～11:00

【実施日・内容】
▷11/1（日）� おおかみと7匹の子やぎ／リトルモンスター①
▷11/3（火・祝）� おやゆび姫／リトルモンスター②
▷11/8（日）� 赤ずきんちゃん／リトルモンスター③
▷11/15（日）� オズの魔法使い／リトルモンスター④
▷11/22（日）� 人魚姫／くまのがっこう�ジャッキーのおたんじょうび
▷11/23（月・祝）� まんが偉人物語坂本龍馬、
� � リンカーン／名作童話大全集④
▷11/29（日）� �まんが偉人物語�ガリレオ・ガリレイ、
� � コペルニクス／チャ―リィとこぐまのミモ2

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

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!

11/3火祝
観覧無料

かぶさん
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八戸市立南郷図書館 休4、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
再発見！人物 11/1（日）～29（日） 【内容】世界の著名人の伝記に関する本を集めて展示・貸し出しします。

新書と文庫展 11/1（日）～29（日） 【内容】南郷図書館内の新書・文庫の中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。

お気に入りの場所で
ティータイム 11/1（日）～29（日） 【内容】寒い季節に嬉しいホットドリンクやおやつのレシピ、インテ

リアなど、カフェ気分を楽しめる本を展示・貸し出しします。

ちょっとのコツでスキル
アップ　カメラ講座・秋 11/1（日）12:00～15:00

【内容】写真撮影を趣味として楽しむため、ワンランクアップの初心
者向け講座です。今回は道の駅の秋の紅葉を撮影します。【対象】中
学生以上【定員】15人【持ち物】カメラ【申込締切日】10/31（土）

秋のおはなし会 11/3（火・祝）14:00～15：00 【内容】秋らしい作品のおはなし会の後、簡単なゲームを行います。
※申込不要

第14回NAN号てんもん教室 11/3（火・祝）19:00～21：00 【内容】講師による秋の星座紹介と、星の観察を行います。※雨天の
場合は館内で星座の解説などを行います。

本と雑誌のリサイクルフェア 11/7（土）・8（日）10:00～15：00
南郷体育館

【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
た本や雑誌など提供します。※1人5冊まで

八戸市図書情報センター 休4、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
秋の読書週間企画展示

「三
み う ら て つ お

浦哲郎」
10/27（火）～11/9（月） 【内容】八戸市出身の作家・三浦哲郎氏に関連する図書やCD・DVD

を展示・貸し出しします。

Working!! 10/31（土）～11/29（日） 【内容】勤労感謝の日にちなみ、さまざまな仕事を紹介する本や雑誌
を展示・貸し出しします。

元気になる絵本 10/31（土）～11/29（日） 【内容】見て、読んで、思わず元気が出てくるような絵本を展示・貸し
出しします。

CD展示コーナー
「バック・トゥー・2005」 10/31（土）～11/29（日）

【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
貸出ランキングが上位だったCDをピックアップして展示・貸し出
しします。

秋のおはなし会 11/7（土）18：15～18：45
【内容】秋をテーマにした絵本のおはなしや手遊びを行います。
※18:05までにご来館ください【対象】4歳以上※お子さんは保護者
同伴（幼児も可）

八戸市立図書館 休4、24、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

偉人に学ぶ 10/31（土）～11/29（日） 【内容】歴史に名を残した日本・世界の偉人について書かれた本や、本
人の著作を展示・貸し出しします。

ディック・ブルーナ展
～ミッフィー生誕60周年～ 11/25（水）～12/11（金） 【内容】ミッフィー生誕60周年にちなみ、ミッフィーの絵本や作者の

ディック・ブルーナ氏について書かれた本を展示・貸し出しします。
おすすめノンフィクション
本展 11/25（水）～12/18（金） 【内容】さまざまなジャンルの真実を描いたノンフィクション本を展

示・貸し出しします。

ハッピー♪クリスマス 11/25（水）～12/23（水・祝） 【内容】クリスマスに関する料理本やCD、絵本などを展示・貸し出し
します。

秋の読書週間は貸出数の
上限を増やします 10/27（火）～11/9（月） 【内容】図書と雑誌合わせて1人8冊まで貸し出します。（通常5冊）

特別展「三
み う ら

浦哲
て つ お

郎資料展　
～立

たちばな

花義
よしやす

康収蔵品より～」
10/31（土）～11/8（日）
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
の資料を展示します。

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6回市史講座

11/15（日）13:30～15:30
図書館2階　集会室

【演題】鎌倉時代糠部の世界【講師】七
な な み

海雅
ま さ と

人氏（東北学院大学教授）
【定員】50人※申込不要
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水産科学館 マリエント 休24、25（全館臨時休館）　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
11
月
の
企
画
展

サケ成長日記 11月上旬～5月の放流まで
【内容】新井田川漁業協同組合からいただいたシロザケの受精卵の孵
化から放流までを、「サケ成長日記」と題して飼育・展示を行います。
小さな命が懸命に力強く成長していく姿をご覧ください。

マリコレ2015（マリ
エントコレクション）
～変わった形の水の
生き物展～

11/15（日）～12/20（日）
【内容】変わった形、面白い形の水の中の生き物たちをコレクション
します。見る角度によっては三角や四角に見える生き物など、ぜひ
その不思議さをお楽しみください。

「ちきゅう」たんけん
クラブ企画
サケの増殖大研究

11/3（火・祝）

【内容】新井田川漁業協同組合の協力で、鮭ふ化場の施設内を見学し
ながらサケの孵化から成長するまでの過程と自然との関わりを知り、�
採卵・受精体験を通して、サケが命をつないでいくしくみと自然の
サイクルについて学習します。

「
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

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「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。

「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

写真サークル
「はちどり」写真展 11/22（日）～12/19（土）

【内容】「はちどり」は、”写真は楽しい”をテーマに、八戸市を中心に活
動している写真サークルです。市内の写真好きな若手メンバーで結
成され、動物・人物・風景・アートなど、さまざまな視点で撮影活動を
行い、１年に１回写真展を開催しています。マリエントでの開催は
初めてです。額縁を手作りするなど、スタイルにこだわらない魅せ
る工夫をし、オリジナルで自由な写真展です。

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。

9月19日（土）～23日（水・祝）に開催された夜のマリエントに行ってきました!
館内の照明は消され、水槽の照明だけで照らされた魚たちを見てきたよ!
秋に行われた夜のマリエントは、紫色、橙色、赤色など秋やハロウィンのイメージ
カラーの照明でとても幻想的だったよ!

夜のマリエントに行ってきました !

かぼちゃのおばけが
出迎えてくれました!

いつもと違う幻想的な雰囲気!

お
菓
子
釣
り
体
験
で

お
菓
子
を
釣
っ
た
よ
！

レ
ポ
ー
ト
し
ま
す
！

館内の照明が消え、水槽の照明だけの空間をランタン片手に探検したよ！

こうみちゃん
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八戸公園内 三八五・こども館 休2、9、16、24、30　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

紅葉アート 11/8（日）9:45～12：00 【内容】公園内の紅葉した落ち葉を使って、ステンドグラス風の壁飾
りを作ります。【対象】小学生以下【定員】30人

どんぐり君のメモスタンド 11/22（日）9:45～12：00 【内容】公園内の樹でできた土台に、木の実や飾りを付けて、可愛い
メモスタンドを作ります。【対象】小学生以下【定員】30人

八戸ポータルミュージアム はっち 休10、20、24　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
開館時間の変更 11/19（木）9:00～17:00、21日（土）12:00～20:00、22日（日）・23日（月・祝）10:00～18:00

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

11/11（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～

11/15（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）
岡田茂吉美術文化財団八戸支部の皆さん
によるいけばな体験など実施します。
【参加費】一部、実費負担のものあり

はっち市 2015
11/21（土）12:00～20:00
22（日）・23（月・祝）
10:00～18:00　はっち全館

※詳しくは39ページをご覧ください。

はっちのクリスマス（前編）

八戸いちごマルシェ×
菓子まつり

11/28（土）・29（日）
10:00～17:00
1階フロア全体、3・4・5階一部

【内容】「八戸いちご」親子フォーラム、喫
茶コーナーや菓子コンクール、皆で作ろ
うロールケーキアートなど、「八戸いちご」
とスイーツが楽しめる2日間です。

市民公募企画
「2人の神秘展」

11/28（土）～12/7（月）
2階　ギャラリー2

【内容】クリスマスにちなんだ絵画を展示
します。

こどもはっち 休10、20、24　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　　

親子でお茶会 11/15(日)
①10:30②10:50③11:10

【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」

11/21(土)12:00～18:00
11/22(日)・23(月・祝)
10:00～18:00
4階　こどもはっち内

【内容】こどもはっち内に、アイス屋さんやおすし屋さんなどを体験
できる「こども商店街」が登場します。※入場料別途

たこ焼きはいかがですか～

へい！らっしゃい！ アイスはいらんかね～

いちごマルシェ

ストリート投げ銭ライブ

こども商店街に
いらっしゃい！

しまちゃん

八戸公園 （こどもの国・八戸植物公園） 休2、9、16、24、30　開9:00～17:00　Ｔ96‒2932
Ｆ96‒4631　住十日市字天摩33‒2　

日時・場所 内容・定員・対象など　
こどもの国からの
お知らせ

遊園地（メリーゴーランドなどの遊具）は、11/3(火・祝）で終了します。28年度は4/1から運行開始予
定です。※「八戸植物公園」、「三八五・こども館」は通年で利用できます。

八戸植物公園
園芸教室

①11/15（日）13：00～16：00
②11/29（日）13：00～16：00
緑の相談所

①【内容】ツルバラの剪
せん

定と誘引【講師】阿
あ べ

部文
ふ み お

雄氏（八
戸ばら会）【定員】40人②【内容】木の実で作るクリス
マスアレンジメント【講師】千

ち ば

葉智
と も こ

子（フラワーサーク�
ルcoco主宰）【定員】20人【参加費】800円（材料費）【持
ち物】花ばさみ、持ち帰り用袋【申込締切日】11/27（金）
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青葉湖展望交流施設山の楽校 休2、9、16、24、30　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
エコクラフトの楽校 11/3（火・祝）9：00～12：00 【参加費】2,000円～2,500円
そば打ち体験楽校 11/7（土）9：00～12：00 【参加費】1,000円～1,200円
布ぞうりの楽校 11/8（日）9：00～14：00 【参加費】2,800円
干し柿体験楽校 11/15（日）9：00～14：00 【参加費】1,500円

くずつるかごの楽校 11/22（日）①9：00～12：00
②13：00～16：00 【参加費】1,500円

座敷ほうきの楽校 11/23（月・祝）9：00～15：00 【参加費】2,500円
そば打ち体験楽校 11/28（土）9：00～12：00 【参加費】1,000円～1,200円
おもてなし漬物の楽校 11/29（日）9：00～12：00 【参加費】2,500円

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

紅葉ライトアップ
10月下旬から11月上旬
17:00～19:00
※雨天中止

【内容】もみじ園をライトアップします。約300本の紅葉がライトアッ
プされますので、夜の紅葉を楽しんでみましょう。夜は冷えますので、
暖かな服装でお越しください。
※詳しくは市ホームページをご覧になるかお問い合わせください。

もみじ狩りとネイチャー
ゲーム 11/3（火・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みま
しょう。【定員】50人【参加費】500円（昼食代、保険代）【申込締切日】
11/1（日）

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（火）19:30～
自由解散

【内容】星空観察を通じて自然に親しみます。天候不良の場合は施設
内でプラネタリウムを行います。【申込締切日】11/14（土）

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「種差・階上　穴場
スポット巡り」 11/1（日）～12/28（月） 【内容】種差・階上地域には、たくさんの見どころがありますが、あま

り知られていない穴場もあります。今回はそのような場所を巡ります。

東北地方環境事務所
アクティブ・レンジャー
写真展

11/1（日）～30（月）

【内容】国立公園などの現場においてパトロールや調査、自然解説を
行っているアクティブ・レンジャーが日頃の業務を通じて撮影した
写真を展示します。四季折々の景色や生きものなど、とっておきの
写真で東北の魅力をお伝えします。

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。

クリスマスオーナメント
作り

11/1（日）～12/25（金）
11月は16:00まで
12月は15:00まで

【内容】松ぼっくりや貝殻を利用して自分だけのクリスマスオーナメ
ントを作ります。【参加費】100円

情報誌「TANECHAN」秋・
冬号（2015.10～2016.3）
発行します

【内容】当センターで発行している旬の話題が盛りだくさんな情報誌です。【配布場所】市庁本館・別館1
階、はっち、当センター

秋の山の楽校は、いろいろなイベントを行います!

座敷ほうきづくり 干し柿体験 くずつるかごづくり エコクラフトづくり

そば打ち体験

山
の
楽
校
で

秋
を
感
じ
よ
う
！

こかぶくん


