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　　　　　　　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） 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
※市内在住の高齢者（65歳以上）は半額
※障がい者は半額
※�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

●  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。
●  各施設の入館料などは、一覧表をご覧ください。

9月の

八戸市博物館 休11・19・23・25　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 内容・定員・対象など

ミニパネル展「八戸の災害」 9/1（金）〜30（土） 【内容】防災月間の９月にあわせ、過去に八戸を襲った災害について
パネルで紹介

根城史跡ボランティア募集 詳しくは博物館へ

史跡根城の広場 休11・19・23・25　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 内容・定員・対象など 申込方法
根城おもしろ講座　 要申込 

体験学習
「ミニ烏帽子を作ろう」 9/3（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】小学生
以上【定員】20組【参加費】600円（材料費）

9/2（土）
までに電話で

歴史講演会
「根城の築城から破却まで」9/17（日）10:00〜12:00

【講師】栗
くりむら

村知
ともひろ

弘氏（青森県文化財保護協会会長）
【定員】100人

9/16（土）
までに電話で

八戸市南郷歴史民俗資料館 休11・19・25　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 申込方法

特別展
「しあわせのリカちゃん展」 9/3（日）まで

【内容】100点を超える華やかなリカちゃんとリカちゃんグッズが勢
ぞろい。この特別展でしか見ることができない南郷をイメージした「蛍
リカちゃん」や見学者参加型の「ドレスデザインコンテスト」の企画
も予定【入館料】特別展料金になります。

島守四十八社めぐり
 要申込 

9/8（金）9:00〜16:00
【集合時間・場所】9:00までに
市庁玄関前

【内容】島守四十八社を紹介（予定：同館、毘沙門天、猿
田彦神社）を巡る※マイクロバスで移動【定員】24人
【持ち物】昼食

8/24（木)
から電話で

企画展「思い出の学校展
‒今はなき、南郷の学校‒」 9/16（土）〜30年3/25（日）【内容】南郷の閉校した学校の資料館に収蔵された校章、校札、校舎内に掲げられていた標語や校歌など、学校の思い出を紹介

読書の秋
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是川縄文館には、館の事業をサポートするボランティアスタッフの皆さん
がいます。その活躍は、展示や遺跡の解説、土器作りなどの体験学習の指導、
館内の「これカフェ」での調理・販売など多方面に及びます。現在在籍する
サポートスタッフの年齢層は幅広く、10代から80代までの皆さんが、世代
を超えて楽しく活動中です。当館では、展示解説や体験学習指導を行うサ
ポートスタッフ向けに、年12回の研修会を開講しています。いつでも参加
できますので、興味をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。

いのるん通信 第27回　サポートスタッフを紹介するるん！

真剣なまなざしで土器を作る子ど
もたち。指導にも熱が入ります。

サ
ポ
ー
ト
ス
タ
ッ
フ

は
、館
の
活
動
に
は

欠
か
せ
な
い
存
在
な

ん
だ
る
ん
！

八戸リサイクルプラザ 休4・11・19・25　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 申込方法
新聞紙バッグ作り教室
 要申込 

9/9（土）
10:00〜12:00

【内容】新聞紙を使いバッグを作る【定員】5人【持ち物】
新聞紙2日分、30cm定規

8/28（月）
から電話で

エコリース作り教室
 要申込 

9/10（日）
10:00〜12:00

【内容】新聞紙を使いリースを作る【定員】5人【持ち物】
新聞紙1日分

8/28（月）
から電話で

エコ布ぞうり作り教室
 要申込 

9/23（土・祝）
9:00〜12:00

【内容】着古したＴシャツで布ぞうりを作る【定員】5
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

8/28（月）
から電話で

新美術館建設推進室 休土・日・祝�　開8:15~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住八日町9　ダイヤビル1階　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

写真のまち八戸
公募写真展2017 
写真募集

【テーマ】青春プレイバック【募集期限】9/29（金）必着【応募方法】応募用紙に写真を添えて、まちづく
り文化推進室内「写真のまち八戸」写真受付係へ郵送または直接持参※詳細は応募用紙をご覧くださ
い。【応募用紙】市美術館ホームページでダウンロード可　※応募作品は10/21〜11/19に中心街で
開催する公募写真展で展示。写真展の詳細は決まり次第ホームページなどでお知らせします。

新美術館建設推進室を
移転しました 【旧住所】番町10-4　⇒　【新住所】〶031-0086　八日町9　ダイヤビル1階

八戸市埋蔵文化財センター 
是川縄文館

休11・19・25　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392　住是川字横山1
ホkorekawa-jomon.jp　※観覧料あり
分館（縄文学習館）　Ｔ96‒1484

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
 特別展「発掘された日本列島2017」　●開催期間９/18（月・祝）まで�

新発見考古速報 9/18（月・祝）まで

【内容】日本全国の発掘調査の中から、特に注目される成果があった
遺跡を出土品とともに紹介。新たに分かった日本の歴史、水中遺跡の
調査成果や東日本大震災の復興に伴う発掘調査について紹介
【観覧料】特別展会期中は一般300円（20人以上の団体は180円）

地域展 八戸の土偶 9/18（月・祝）まで
【内容】八戸地域では、約9,000年前の縄文時代早期から弥生時代の
始めごろまで土偶が作られていた。八戸地域の土偶を一堂に集め、土
偶の移り変わりや国宝合掌土偶の研究成果などを紹介【観覧料】無料

ギャラリートーク

①期間中の毎週（土）
14:00〜15:30
②期間中の毎週（日）
10:00〜11:30、14:00〜15:30

【内容】開催中の特別展の見どころを解説【講師】①同
館学芸員②青森県埋蔵文化財調査センター専門職員
※特別展料金が必要

申込不要

縄文の布を編む講座
 要申込 

9/2（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ぶ【対象】小学4年生
以上【定員】10人【参加費】200円【持ち物】はさみ、昼
食※当日は汚れても良い服装で

9/1（金）
までに電話で

日曜日縄文体験コーナー 9/3〜10/29の毎週（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、縄文土器・土偶・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
まがたま

玉作り
【参加費】100円〜1,000円　※団体利用はできません

申込不要

シカの角でペンダント作り
教室　 要申込 9/16（土）9:30〜13:00

【内容】シカの角を削ってペンダントを作る【対象】小
学4年生以上【定員】30人【参加費】200円【持ち物】軍
手※当日は汚れても良い服装で

9/15（金）
までに電話で
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八戸市立南郷図書館 休19・25・29　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・申込方法など
きのこはお好き？ 9/1（金）〜28（木） 【内容】きのこの採集や栽培・観賞についての本や絵本を展示・貸出
敬老の日 9/1（金）〜28（木） 【内容】活躍しているシルバーエイジの人たちに関連する本を展示・貸出
月の本 9/1（金）〜28（木） 【内容】お月見にちなんで、お月さまに関連した絵本を展示・貸出

ぬいぐるみおとまり会 【内容】ぬいぐるみをお預かりし、おはなし会などで活躍している様子などを写真撮影。その写真を後
日プレゼント【募集期間】9/16（土）〜24（日）【お泊まり日】9/25（月）【お渡し期間】9/26（火）〜10/1（日）

八戸市図書情報センター 休19・25・29　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
作って楽しいね！ 9/28（木）まで 【内容】工作関連の児童書を展示・貸出
地球・宇宙  9/12は宇宙の日 9/1（金）〜28（木） 【内容】地球や宇宙に関する図書・雑誌・CD・DVDを展示・貸出

八戸市立図書館 休19・25〜29　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・申込方法など
異常気象や自然災害に備える 9/1（金）〜24（日） 【内容】異常気象や自然災害を考え、安全を守るための本を展示・貸出
心豊かにシニアライフ！ 9/1（金）〜24（日） 【内容】敬老の日にちなみ魅力あるシニアライフを応援する本を展示・貸出

わくわく絵本をみつけよう 8/21（月）〜9/24（日） 【内容】キッズブッククーポンにちなみ、おすすめの絵本を展示・貸出

第7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

【募集期間】9/1（金）〜10/1（日）【応募方法】小学生はB4、中学生はA4までの用紙で50ページ以内。
調べる時に使った「本のタイトル」「書いた人の名前」「出版社」「出版年」を明記。写真を付ける場合は、
撮った人の名前を明記。※作品に「応募カード」（同館、南郷図書館、図書情報センター、各小中学校で
配布）を添えて、学校または図書館へ

市史講座 9/9（土）13:30〜15:30
2階　集会室

【演題】幕末期の世情と藩政【講師】中
なかのわたり

野渡一
かずやす

耕氏（青森県県民生活課�主幹）
【定員】50人※申込不要　問市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

特別図書整理（ 蔵書点検 な
ど）のため臨時休館します 【期間】9/25（月）〜29（金） 【臨時休館に伴う貸出冊数と貸出期間の変更】●対象期間9/11（月）

〜24（日）●貸出数図書・雑誌：8冊、CD：3点●貸出期間22日間

八戸ブックセンター 休5・12・19・26　開11:00~20:00�　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2�Garden�Terrace�1階　ホhttps://8book.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

ブック･ドリンクス 8/25、9/29各（金）18:00〜
20:00　読書会ルーム

【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 申込不要

ギャラリー展
「寺山修司 言葉の森」

9/24（日）まで
ギャラリー

【内容】寺山修司の“言葉”に焦点を当てたギャラリー展。8月開催の市
街劇『「田園に死す」三沢篇』に合わせた展示物や、初版本などを展示

関連イベント「佐
さ さ き

々木英
えいめい

明
×笹

さ さ め

目浩
ひろゆき

之」  要申込 
9/10（日）14:00〜15:30
ギャラリー

【内容】佐々木英明氏（寺山修司記念館館長）と笹目浩之
氏（㈱テラヤマ・ワールド代表取締役）のトークイベント 電話、ホーム

ページで同セ
ンターへ

アカデミックトーク
「君の脳内からつながる果て
無き数の世界」  要申込 

9/2（土）14:00〜
読書会ルーム

【内容】若
わ か さ

狭尊
たかひろ

裕氏（八戸工業高等専門学校�助教）が、
難しい計算だけではない、楽しい数の世界について語
るトークイベント

トークイベント  要申込 

「ブックセンターって
こんなとこ!」（仮）

9/16（土）14:00〜
読書会ルーム

【内容】八戸ブックセンター開館前に開催したトーク
イベントの第2弾。スタッフのI・J・Uターン（移住）3
人組が、施設のこれまでとこれからを語る

電話、ホーム
ページで同セ
ンターへ

「ぼくと妖怪絵本」（仮） 9/23（土・祝）15:00〜16:00
読書会ルーム

【内容】絵本作家の広
ひ ろ せ

瀬克
か つ や

也氏が、妖怪絵本を描くこ
とになったきっかけや、創作の裏側などを語る

「エア本屋“いか文庫“って
どんなとこ？」

9/24（日）13:00〜
読書会ルーム

【内容】粕
かすかわ

川ゆき氏（店舗を持たず営業する「いか文庫」
の店主）が、これまでの活動などを語る

ギャラリー展
花
はなもり

森安
や す じ

治と大
おおはし

橋鎮
し ず こ

子展
9/27（水）〜
ギャラリー 【内容】花森安治と大橋鎮子に関するギャラリー展 申込不要

執筆・出版ワークショップ「地
方に魔法をかけるには～八
戸を変える編集術～」  要申込 

9/30（土）14:00〜16:00
読書会ルーム

【内容】地方から発信することや自身の編集術につい
て【講師】藤

ふじもと
本智

さと し
士氏（編集者／（株）りす代表）

電話・ホーム
ページで同セ
ンターへ
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青葉湖展望交流施設山の楽
が っ こ う

校 休4・11・19・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・参加費など 申込方法
布ぞうりの楽校　  要申込 9/10(日）9:00〜14:00 【参加費】2,800円 9/� 8（金）までに電話で
彼岸団子の楽校　 要申込 9/17(日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円 9/15（金）までに電話で
うどんの楽校　　 要申込 9/18（月・祝）9:00〜12:00 【参加費】1,500円 9/16（土）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　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 申込方法
市民の森のピザ釜で
ピザを焼こう　 要申込 

9/3（日）10:00〜13:00
【集合場所】総合案内施設

【内容】自分が作ったピザを市民の森のピザ釜で焼いて
食べる【定員】60人【参加費】500円（昼食・保険代含む）

9/1（金）
までに電話で

市民の森音楽祭 9/24（日）10:00〜14:00
【集合場所】総合案内施設

【内容】市内で活動する団体が市民の森のステージで
演奏※出店あり 申込不要

こどもはっち 休12　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　　 申込方法

不登校・学習支援相談会 9/3・24各（日）14:00〜17:00
八戸ニューポート�3階

【内容】不登校や学習困難の小・中学生、高校生のため
の学習支援の場。個別相談にも対応。※参加費無料 申込不要

はちのへおもちゃ病院 9/10（日)10:00〜12:00
5階　共同スタジオ

【内容】壊れたおもちゃを原則無料で修理。1人1点まで
（部品交換した場合など50円〜300円掛かる場合あり） 申込不要

ひきこもり家族交流会 9/10(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

秋のこども文化祭りin南郷 9/18(月・祝)13:00〜14:20
南郷文化ホール

【内容】人形劇団プークによる舞台【演目】「三びきや
ぎのがらがらどん」「いつもちこくのおとこのこ」 申込不要

プレパパ・プレママ教室
 要申込 

10/8(日)
①10:30〜11:30
②14:00〜15:00
5階　レジデンスA

【内容】妊婦さんやその家族を
対象とした子育ての勉強会
【定員】各4組【参加費】100円

9/24（日）
から電話で

八戸ポータルミュージアム はっち 休12　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・対象など 申込方法
ストリート投げ銭ライブ
in はっち

9/13（水）19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】各方面で活動しているパフォーマーたちによ
るライブを開催 申込不要

DASHIJIN
アーカイブ展2017

9/15（金）〜10/1（日）
5階　共同スタジオ　ほか

【内容】八戸三社大祭の山車の造形力や人と人とのつ
ながりに光を当てた魅力あふれるアートプログラム。
子どもたちが山車作りの現場に潜入取材した番組の
上映など、山車作りに関わる人々の姿を映し出す。

申込不要

和
わ び

日カフェ
～日本文化に親しむ日～

9/17（日）10:00〜15:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】毎月第3日曜日は、はっちでさまざまな日本文
化に触れることができる。9月は、秋のお茶席のほか、
高校生による書の展示や書道パフォーマンス。【参加
費】300円（お茶券・予定）

申込不要

はっちの
一箱
古本市

9/24（日）11:00〜16:00
1階　はっちひろば　ほか

【内容】市内外の出店者が1日だけの古本屋さんになっ
て個性的なラインナップの書籍を販売。林

はやし

明
あ き こ

子氏（絵
本作家）の原画展や読み聞かせ講習会を開催。

申込不要

まちぐみpresents
はっちx南部菱刺し
参加者募集

毎月第3（日）：9/17
11:00〜15:00
はっち館内

【内容】はっちの椅子を菱刺しで生まれ変わらせる
市民参加型プロジェクト。※随時募集 申込不要

はっちのクリスマス2017
優先貸館の公募

【内容】「はっちのクリスマス2017」では、「冬」や「12月」、「クリスマス」などをテーマとし、誰もが「見る・
聞く・体験」できる企画を実施する人を募集。（会場によって使用期間が異なる。また施設使用料は無
料になるが、物販を行う場合、施設使用料と備品使用料は有料）※詳細はお問い合わせください。
【開催期間】11/27(月)〜12/25(月)【申込締切日】9/24(日)はっち必着（先着順）
※担当者によるヒアリングを実施し原則先着順で使用を決定
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視聴覚センター 児童科学館 休4・11・19・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　※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 申込方法

プラネタリウム
 有料 
 団体のみ要申込 

9/1（金）〜30（土）

【内容】名探偵コナン探偵た
ちの星

スターリーナイト

月夜
【料金】土日祝は、市内の小学
生に加えて、中学生も無料

団体のみ
電話で

特別プラネタリウム
 無料 9/10（日）13:30〜14:10 【内容】季節の星空散歩「初秋の星空」 申込不要

 9/9（土）スペシャルナイト  無料 

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】世界名作アニメ　ピノキオ

申込不要
17:30〜 【内容】その時歴史が動いた

乱世の英雄編①〜③
夜のプラネタリウム
 要整理券 

17:00〜（英語版） 【内容】夏の星空
18:00〜（日本語版） 【内容】名探偵コナン�探偵たちの星月夜

市民星空観望会 18:00〜19：45 【内容】初秋の星空（土星、白鳥座アルビレオ、夏の大三角ほか）
 9/23（土・祝）スペシャルナイト  無料 

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】リボンの騎士

申込不要
17:30〜 【内容】青葉学園物語

夜のプラネタリウム
 要整理券 

17:00〜（日本語版） 【内容】名探偵コナン�探偵たちの星月夜
18:00〜（生解説） 【内容】星空散歩「初秋の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】初秋の星空（土星、白鳥座アルビレオ、夏の大三角ほか）

おたのしみ劇場

【時間】10:00〜11:00
【実施日・内容】
▷9/� 3（日）スプーンおばさん⑳
▷9/10（日）スプーンおばさん㉑
▷9/17（日）楽しいムーミン一家①、フレンドリー・バニー�マイロ②
▷9/18（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
▷9/23（土・祝）楽しいムーミン一家③、フレンドリー・バニー�マイロ④
▷9/24（日）楽しいムーミン一家④、名作童話大全集「白鳥のみずうみ」ほか

申込不要

科学館KIDS工房
 要チケット 

毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
※9/30、10/1は内容変更あり

【内容】マカロンストラップ、スーパーボール、プラ板
キーホルダー作りなど【参加費】無料〜200円（小学3
年生以下は保護者同伴）

直接受付へ

熟睡プラ寝たリウム
 有料 

9/23（土・祝）13:30〜14:30 【内容】毎月23日開催。星空の下で眠ることを目的としたプラネタリウム

申込不要
お宝映像上映会
～興味の世界～ 9/23（土・祝）14:45〜 【内容】映像上映「匠の世界　漆芸1�漆箱の宇宙／強

くしなやかに」

映像利用鑑賞会 9/20（水）13:30〜16:00
市立図書館 【内容】映像上映「アレクセイと泉�百年の泉の物語」

第7回　かがくかん祭 9/30（土）10:00〜16:00 【内容】特別プラネタリウムや実験ショー、工作体験を行う

時間 火〜金 土・日・祝
10:00

団体
専用 一般

11:00
13:30
15:00 一般

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
「企画展」
トレッキングの季節が
やってきた！階上編

9/1（金）〜10/31（火） 【内容】階上の魅力あるトレッキングコースを紹介

種差海岸をガイドさんと
歩こう!

9/2・9・16・23・30の各（土）
【集合時間】10:30

【内容】種差海岸インフォメーションセンター発着で地元のガイドさ
んと気軽に散策（全7コース：各コース2時間程度）【参加費】500円(ワ
ンコインバス乗車賃は各自負担)※申込不要

THE鮫トレッキング&
夕焼けクルーズ　 要申込 9/24（日）15:00〜17:45

【内容】地元ガイドさんと恵比須浜をトレッキング。鮫の湧き水で入
れたコーヒーを持って特別運行の遊覧船でクルーズ【定員】20人【参
加費】1500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）　※利用状況で実施できない場合あり

貝殻を使ったチャーム作り 9/2（土）〜24（日）
10:00〜16:00

【内容】貝にビーズやリボンで飾り付けをし、自分だけのオリジナル
チャームを作る【参加費】200円
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八戸市水産科学館マリエント 休11〜13　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��※館内無料Wi-Fi対応

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

９
月
の
企
画
展

美しきふるさと青森県
内水面漁場管理への
取り組み
～森と川と海と～

9/2（土）〜11/5（日）
3階　展示室

【内容】森、川、海のつながりを理解してもらうため、青森県の内水
面漁場における増養殖業の取り組みや、それらに係わる増養殖技術
開発、漁場管理、河川湖沼の環境保全などの現状や成果について、
水槽やパネル・資料などを展示。

スルメイカ展 10月下旬（予定）
3階

【内容】八戸を代表する海の幸「スルメイカ」。普段目にすることの
ない力強く泳ぐ姿を展示　※海の状況などで開催時期を変更する場合あり

夜のマリエント「秋」 9/16（土）〜18（月・祝）
17:00〜19:00

【内容】展示室の照明を減灯し、水槽の照明による幻想的な雰囲気の
中、「夜のマリエント」をランタン片手に探検しよう。

3階 ★見て楽しむ（申込不要）
「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー 

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

魚眼図 随時 【内容】水槽の中から来館者を水中カメラで撮影。撮影した写真はマ
リエントホームページからダウンロード可

デンキウナギで
「ハロウィン」ツリー

毎週（日）（祝）
①10:30②13:00③15:00 【内容】デンキウナギが出した電気を使って実験を行う

深海水圧実験 毎週（日）（祝）①11:00②14:00 【内容】水深1,000ｍの深海の世界の圧力を再現する実験
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、魚へ餌付けを行う

アーチャーフィッシュ
で水鉄砲 随時 【内容】水面上の昆虫などを、水鉄砲のように口から発射した水で捕

食するという変わった習性をもつアーチャーフィッシュを展示
★体験する（申込不要）
▷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

 JAMSTEC地球深部探査船「ちきゅう」寄港記念・はちのへ「ちきゅう」情報館10周年記念企画

たんけんクラブ
成長への挑戦
～受動から能動へ～

9/1（金）〜10/9（月・祝）

【内容】▷「ハガキに書こう海洋の夢コンテスト」入選作品を展示。子ど
もたちが持つ海洋への夢や希望、科学技術についての新しいアイディ
アなどを描いた作品を紹介▷海洋地球研究船「みらい」就航20周年記
念パネル展示▷たんけんクラブ10周年の歩みを写真などで紹介

9月の「ちきゅう」
たんけんクラブ 9/16（土） たんけんクラブ・ジュニア・シニア対象の学習会を開催。寄港歓迎

セレモニーやマリエントの情報館リニューアル記念除幕式に参加

八戸公園 休4・11・19・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 内容 申込方法
緑の専門相談　

庭木の剪定 9/3（日）10:00〜16:00 【相談員】秋
あきやまよしてる

山芳輝氏（八戸造園建設業協会）※開園時間内（12:00
〜13:00除く）にご来園または電話でご相談ください。

春にむけたガーデン
デザイン 9/24（日）10:00〜16:00 【相談員】田

た な か ま ち こ

中町子氏（ガーデンコーディネーター）※開園時間内
（12:00〜13:00除く）にご来園または電話でご相談ください。

園芸教室  要申込 　　　　　　場所：緑の相談所　研修室
秋の山野草の育て方・管理 9/10（日）13:00〜16:00 【講師】赤

あかがわたいぞう

川泰三氏（山野草アドバイザー）【定員】40人 電話で同園へ

敬老の日のフラワーアレン
ジメント 9/17（日）13:00〜16:00

【講師】千
ち ば と も こ

葉智子氏（フラワーサークルCOCO主宰）【定
員】20人【参加費】1,000円（材料費）【持ち物】花ばさ
み、持ち帰り用の袋

9/15（金）まで
に電話で

キクの作り方
～奥州菊の秋の管理～ 9/24（日）13:00〜16:00 【講師】工

く ど う

藤亮
りょうえつ

悦氏（八戸菊花会）【定員】40人 電話で同園へ

展示会 9/16（土）〜18（月・祝）※18日は16:00まで【場所】緑の相談所【内容】秋の山野草展

八戸公園内 三八五・こども館 休4・11・19・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・定員・対象など 申込方法
 サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）　※申込不要・当日受付

ゆかいな動物マグネット 9/3（日）9：45〜12:00 【内容】木の実や枝を使って動物のマグネットを作る
【対象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

敬老の日 
フォトフレーム工作 9/17（日）9：45〜12:00 【内容】敬老の日のプレゼントとしてフォトフレーム

を作る【対象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要
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市民伝言板

あおもり県民カレッジ三八地区地域キャンパス講
座「八戸あおば高等学院学習講演会」
●日時9/9（土）14:00〜●場所はちふくプラザねじょう
●テーマ相手の立場に立ったフォローとつまづきの後の
心の回復●講師阿

あ べ と し ひ こ

部利彦氏（星槎大学大学院教育実践研
究科准教授）●定員50人●参加費無料モト電話で八戸あ
おば高等学院へＴ22-3470Ｆ22-3475

市民と睡眠医療をつなぐ
「いびきと眠りの公開講座2017 in 八戸」
●日時9/3（日）13:00〜16:00●場所八戸赤十字病院2
階日赤ホール●テーマ男性も知ってほしい女性の睡眠
●講師山

やましろよしひろ

城義広氏（専門医）●参加費無料※申込不要
問北東北睡眠医療研究会事務局Ｔ080-5743-6954

平成29年度青森県立八戸工科学院一般入校試験案内
●試験日12/1（金）●試験会場八戸工科学院●科名・定員
▷機械システム（25人)▷自動車システム（30人）設備シ
ステム（20人）▷制御システム（25人）●対象高等学校を
卒業した人、また平成30年3月に卒業見込みの人ほか
※詳細はホームページをご覧になるかお問い合わせくだ
さい。モト10/2（月）〜11/17（金）に出願書類を郵送ま
たは直接八戸工科学院へＴ28-6811Ｆ28-6815

～あおもりの企業の魅力を再発見!あおもり県企業
内容説明会～青森COC＋推進機構（八戸ブロック）
●日時9/23（土・祝）13:00〜17:00●場所八戸商工会館
●対象地元で働きたい、地元にどのような企業があるか
知りたい、希望している業界や職種の様子を知りたいと
いう大学生、短大生、高専生、専門学校生などとその教職
員（スーツまたは制服着用）※採用・求人内容を説明する就
職説明会ではありません●参加費無料※申込不要問八戸
高専�総務課�地域連携係へ※土・日除くＴ27-7239Ｆ27-
9379

八戸航空基地祭
●日時9/24（日）8:30〜15:30●場所八戸航空基地内●
内容基地を一般開放し、展示飛行や音楽隊演奏のほか、さ
まざまなアトラクションを用意※基地内に入場の際は手
荷物検査を行いますのでご協力をお願いします問海上自
衛隊第2航空群司令部広報室Ｔ28-3011（内線2332）

福祉機器・介護用品展 ＆ 介護講座
●日時9/8（金）10:00〜15:00●場所八戸市総合福祉会
館●内容▷最新の福祉機器・介護用品の展示、使い方相談
▷介護講座（11:00〜、13:00〜）●参加費無料モト電話
で八戸市社会福祉協議会へＴ47-2940Ｆ47-1881

一般社団法人青森県作業療法士会公開講座
●日時9/2（土）14:00〜15:30●場所はちふくプラザね
じょう●テーマ発達に障害のある子どもたちのための作
業療法実践の紹介●講師野

の だ

田美
み ほ こ

保子氏（NPOスマイルプ
ロモーション発達サポートセンター・コスモス代表　作
業療法士）●参加費無料※申込不要
問（一社）青森県作業療法士会広報部ＴＦ0172-39-5987

ジョブカフェあおもり
「就活のための自己実現」セミナー
●日時9/21（木）13:30〜15:30●場所八戸ニューポート（八
戸フラワーエイトビル3階：十三日町）●内容緊張を落ち着
かせる方法・コミュニケーションを良好にするこつ・仕事と
生活の充実度を向上などを学ぶ。講師：藤

ふじもり

森貴
たか み

美氏（カウン
セリングルームこころの泉�主宰兼カウンセラー）●対象45
歳未満の若年求職者など●定員20人●参加費無料モトジョ
ブカフェあおもりＴ017-731-1311Ｆ017-731-1312

不動産に関する無料相談会
●日時9/18（月・祝）①10:00〜12:00②13:00〜15:00●場所
ラピア1階フェスタプラザ※さまざまなブース出展�問（公社）
青森県宅地建物取引業協会八戸支部Ｔ22-6410�Ｆ22-7468

八戸市医師会「在宅相談窓口」をご利用ください
●日時（月）〜（金）9:00〜17:00※土日祝・お盆・年末年始
除く●内容在宅療養、入退院支援に関する事など●対象地
域の医療機関、介護事業所、ケアマネージャー、訪問看護ス
テーション、在宅医療を希望する方やそのご家族など●相
談料無料問電話で八戸市医師会へＴ38-6130Ｆ44-9946
青森県産のお肉を使った料理教室
●日時9/2（土）10:00〜12:30●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8/25（金）（消印
有効）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※2人まで申込可
〶030-0113青森市第二問屋町3-5-25Ｔ017-729-8078�

大人のための韓国語・英会話入門講座
●日時9/27（水）から毎週（水）全8回①18:00〜19:15…
韓国語②19:30〜20:30…英会話●場所八戸市公民館●
内容韓国語（ハングルの読み書き・基礎会話など）、英語（基
礎会話など）●定員各15人●参加費全8回6,000円（別途
テキスト代2,000円）モト電話で国際文化交流協会事務局
へＴ090-6489-2803（10:00〜18:00※土日祝除く）�

八戸高専公開講座
【共通項目】●場所八戸高専　●対象中学生、保護者、中学校教員

タイトル 環境都市・建築デザイン
コース「建築模型」

環境都市・建築デザイン
コース「防災」

メカnoワールド体験塾
Bコース

日　　時 9/23（土・祝）13:00〜17:00 9/30（土）10:00〜15:30 10/7（土）9:00〜16:10
定　　員 20人 16人 24人　※定員を超えた場合抽選
参 加 費 無料（別途保険料500円） 無料（別途保険料500円） 無料（別途保険料50円）
申込期間 8/31（木）〜9/13（水） 9/6（水）〜20（水） 9/13（水）〜27（水）
モト八戸高専�総務課�地域連携係へ　※土・日・祝除く　Ｔ27-7239　Ｆ27-9379


