
平成 29年（2017）10月号　広報はちのへ　28

　　　　　　　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

八戸市博物館
休10・16・23・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
※10/7（土）は「史跡根城まつり」のため、入館無料です。

行事名 日時 内容・定員・対象など 申込方法
市制施行88周年記念 
特別展

「米－育てる・食べる・祈る－」
10/7（土）〜11/12（日） 【内容】詳しくは、37ページをご覧ください

体験講座
「籾痕から昔のお米レプリ
カを作ってみよう」
 要申込 

10/14（土）11:00〜 【講師】同館学芸員【対象】小学生とその保護者【定員】
15人

10/13（金）
までに電話で

講演会
「出土米からみるイネの伝
播（仮）」　 要申込 

10/15（日）13:30〜15:30 【講師】石
いしかわ

川隆
りゅうじ

二氏（弘前大学教授）【定員】50人 10/14（土）
までに電話で

特別展
ギャラリートーク 10/22（日）13:30〜 【内容】同館学芸員が特別展について分かりやすく解説 申込不要

おとなの博物館クラブ
「染色講座－紅花と紫根－」

 要申込 
10/7（土）10:00〜13:00 【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）

9/20（水）
から電話で

館外フィールドワーク
「八戸城下めぐり」　 要申込 10/28（土）9:00〜12:00 【講師】同館学芸員【定員】15人 10/18（水）

までに電話で
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10・16・23・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 内容・定員・対象など
史跡根城まつり 10/7（土）9:00〜17:00 【内容】当日は入場無料

●  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。

10月の
10/1（日）　　31（火）10/1（日）　　31（火）

八戸中心街・横丁各所で開催！
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八戸市南郷歴史民俗資料館 休10・16・23・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 申込方法
企画展

「思い出の学校展
－今はなき、南郷の学校－」

30年3/25（日）まで 【内容】詳しくは、36ページをご覧ください。

南郷文化財めぐり
 要申込 

10/6（金）9:00〜16:00
【集合時間・場所】9:00までに
市庁玄関前

【内容】南郷地区の文化財を紹介（予定：同館、月山神
社、中野舘跡）を巡る※マイクロバスで移動【定員】24
人【持ち物】昼食

9/26（火)
から電話で

八戸リサイクルプラザ
（プラザ棟）

休毎週（月）・祝日の場合は翌日　※イベント等開催時は開館
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/
※工場棟（土日祝は休みになります。不燃物などの持ち込みはできませんのでご注意ください）

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

エコ布ぞうり作り教室
 要申込 

10/15（日）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)、
裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30cm定規

9/25（月）
から電話で

エコ素材で小さな壁飾り作
り教室
 要申込 

10/22（日）10:00〜12:00
【内容】山の草花とダンボールを使い壁飾りを作る【定員】
5人【持ち物】好みの包装紙（1辺20cm程度）、ドライフ
ラワーなど(持っている場合）

新聞紙フラワー作り教室
 要申込 

10/28（土）10:00〜12:00 【内容】新聞紙を使いお花を作る【定員】5人【持ち物】新
聞紙（カラーページ1枚）

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
創作教室アートイズ

「トレースアート!?風景を重
ねた絵を描こう☆」 要申込 

10/8（日）10:30〜12:00
はちのへまちなかアートラボ
「C

こ べ や

o部屋」（八日町ダイヤビル1階）

【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）、

沼
ぬま お
尾大

だいしん

伸氏（幼稚園教諭）【対象】10組20人（4〜9歳の
お子さんとその保護者）【参加費】500円（材料費）

9/20（水）
から電話で

写真のまち八戸

公募写真展2017
ボランティア・スタッフ募集
 要申込 

【内容】写真展の開催期間（10/21〜11/19）、10:00〜14:30または14:30〜19:00のいずれかの時間
帯に、会場となるヴィアノヴァ2階で、来場者案内などを行う【応募方法】9/20（水）から、応募用紙（市
美術館ホームページからダウンロード可）に必要事項を記入の上、同室へ郵送、FAXまたは直接持参
※持参の場合10:00〜17:00受付【定員】30人【交通費】1,000円/日を支給

公募写真展2017
「青春プレイバック
～あなたの青春は何味?～」

10/21（土）〜11/19（日）
ヴィアノヴァ2階

【内容】「青春プレイバック」をテーマに募集した写真を展示
※写真応募締切：9/29（金）必着

カメラワークショップ
「太陽の光で青色の写真を
つくろう!」  要申込 

10/29（日）10:00〜12:30
はちのへまちなかアートラボ
「C

こ べ や

o部屋」（八日町ダイヤビル1階）

【内容】太陽の光でものの形を写し取り、青色の写真を
作る【講師】佐

さ と う

藤時
ときひろ

啓氏（写真家）【対象】20人（小学生
以上）※受付時間は土・日・祝を除く8：15〜17:00

9/20（水）
から電話で

八戸市埋蔵文化財センター 
是川縄文館

休10・16・23・30　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
企画展

「是川縄文ムラを観る・描く
－人と風と草木のものがた
り－」

10/14（土）〜11/26（日）
【内容】東京大学大学院環境史研究室との共同研究で、最新の調査結果
を展示。縄文時代の人たちが環境の変化に適応し、自然を上手く利用
しながら生活していた「縄文ムラ」を描き出す。※常設展料金

縄文土器作り講座
 要申込 

①10/21（土）9:30〜12:00
②10/28（土）9:30〜12:00

【内容】材料の準備から焼き上げまでの縄文土器作り
（①は素地土作り、②は土器作り）を学ぶ【対象】小学4
年生以上【定員】10人【参加費】600円【持ち物】古タオ
ル※当日は汚れても良い服装で

10/20（金）
までに電話で

日曜日縄文体験コーナー 10/29までの毎週（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

申込不要
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八戸市立南郷図書館 休10・31　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
○○の秋 10/1（日）〜30（月） 【内容】秋に始めたい、入門書などを展示・貸出
詩を読もう！ 10/1（日）〜30（月） 【内容】詩集を集めて展示・貸出
海外文学のすすめ 10/1（日）〜30（月） 【内容】外国小説を集めて展示・貸出
南郷図書館で
トリック・オア・トリート！ 10/1（日）〜30（月） 【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」と声掛けをした人に限定版オリジナルシールをプレゼント
夕闇の図書館
～週末読書の集い～   要申込 10/14（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む。普段あまり
本を読まない人や見学のみを希望する人も大歓迎【定員】10人

秋の読書週間　しおり作り 10/29（日）14:00~15:00 【内容】自分だけのオリジナルのしおりを作る

八戸市図書情報センター 休10・31　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
いただきます! 9/30（土）〜10/30（月） 【内容】「食」にちなんだ図書やCD・DVDを特集し、展示・貸出

賞をとった子どもの本 9/30（土）〜11/29（水） 【内容】アメリカで最も権威のあるコールデコット賞とニューベリー
賞を受賞した作品を展示・貸出

雑誌のリサイクルフェア 10/28（土）10:00~14:00
ユートリー2階　レストラン前

【内容】当センターで保管期限が過ぎた雑誌（平成26年出版分）を1人5
冊まで提供【持ち物】本を持ち帰るための袋

秋の朗読会
三浦哲郎文学を楽しむ

10/28（土）14:30~15:00
ユートリー2階　レストラン前 【内容】スタッフによる朗読会を開催

工作教室　簡単に作るお月
見掛け軸　 要申込 

10/29（日）
①10:00~10:30
②11:00~11:30
ユートリー2階　レストラン前

【内容】折り紙と色画用紙を使ってお月見掛け軸を作る
【定員】各10組【申込開始日】10/1（日）

遊べる折り紙教室
10/29（日）
14:00~15:00
ユートリー2階　レストラン前

【内容】折り紙で、ぴょんぴょんがえるや動く鳥などを作る

八戸市立図書館 休10・31　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
秋になれば、アートがやって
くる 10/1（日）〜30（月） 【内容】芸術の秋にちなみ、古今東西の美術工芸品に関する本を展示・

貸出
市制施行88周年記念事業
特別展「三浦哲郎の作品と
その素顔　立

たちばな

花義
よしやす

康氏収蔵
資料を中心に」

10/12（木）〜17（火）
10:00〜18:00
デーリー東北新聞社��ホール

【内容】同館所蔵の三浦哲郎氏愛用の机や著書・手紙・書、デーリー東北
新聞社所蔵の生原稿など、88周年を記念し880点を展示

ギャラリートーク
「三浦文学と南部の風土」

10/15（日）14:00〜16:00
デーリー東北新聞社　ホール

【内容】▷三浦文学作品解説：森
もりばやし

林康
やすし

氏（三浦哲郎文学顕彰協議会副会長）
▷三浦文学作品朗読：朗読ボランティアやまびこの会・市内中高生

市史講座 10/14（土）10:00〜12:00
2階　集会室

【演題】近世八戸の文芸【講師】藤
ふじ た

田俊
とし お

雄（市立図書館主事兼学芸員）
【定員】50人※申込不要　問市立図書館歴史資料グループ�ＴＦ73-3234

リサイクル本募集 【募集期間】10/16（月）〜30（月）【内容】不要になった本で、漫画・雑誌・百科事典・汚損・破損本を除く。
持ち込みは1人30冊まで。返却不可

本と雑誌の
リサイクルフェア 11/5（日）9:00〜13:00 【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。1人30冊まで【持ち物】本を持ち帰るための袋

▷�借りた図書館とは別の図書館・八戸市図書館図書返却ポスト（はっち内1階に設置）で
図書および雑誌を返すことができます。（分室へは返却できません）

▷相
そうごたいしゃく

互貸借資料※・CD・DVDは、借りた図書館へ直接お返しください。
　※�図書館同士が所蔵している資料を貸し借りすること

知っていると便利なマメ情報
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八戸ブックセンター 休3・10・17・24・31　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
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」
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

ブック･ドリンクス
9/29（金）、10/27（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。9/29はゲストに�
内
うちぬま

沼晋
しんたろう

太郎氏を迎える。
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/㈱りす代表）
電話、HPで同
センターへ

本のまち読書会　 要申込 

スペシャル企画
「朗読ワークショップ」

10/7（土）
読書会ルーム

【講師】山
や ま ね

根基
も と よ

世氏（元NHKアナウンサー、文字・活字文化推進機構評
議員）※詳細はブックセンターホームページをご覧になるかお問い合
わせください。

第3回　ジャケ読
どく

！
～ジャケットを読む～

10/22（日）14:00〜15:30
読書会ルーム

【内容】同センターから表紙の気に入った本を選び紹
介しあう（ワンドリンク制）

電話、HPで同
センターへハロウィーンと家族をめぐ

る物語・「アイスクリームが
溶ける前に」（仮）

10/28（土）　10/29（日）
14:00〜15:30
読書会ルーム

【内容】ミュージシャンの小
お ざ わ

沢健
け ん じ

二氏が書き下ろした「ア
イスクリームが溶ける前に」を読みあう（ワンドリン
ク制）

「ブック・ドリンクス」
スペシャル企画　フーテンの
トヨさんが八戸にやってくる！

10/20（金）17:00〜20:00
読書会ルーム

【内容】豊
とよざき

崎由
ゆ み

美氏（書評家）が自ら選んだ本（海外文学
や日本文学）の魅力を、直接皆さんに伝えながら販売
するイベント

申込不要

視聴覚センター 児童科学館 休2　※10/7（土）〜11/30（木）館内設備工事のため休館します。
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　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

第7回　かがくかん祭 9/30（土）・10/1（日）
10:00〜16:00

【内容】特別プラネタリウム、実験ショー、工作体験を
行う

申込不要映像利用鑑賞会 10/18（水）13:30〜16:00
市立図書館　2階集会室

【演題】世界遺産を旅する【講師】大
お お く ぼ

久保和
かずとも

兼氏【定員】
30人

映像利用学習会 10/21（土）13:00〜16:00
八戸福祉体育館

【内容】「蟹工船」を語る【講師】熊
くまがい

谷拓
た く じ

治氏（映画評論家）
【定員】50人

八戸公園 休2・10・16・23・30　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

「庭木の冬囲い」 10/1（日）10:00〜16:00 【相談員】久
く ぼ

保えみ子氏（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。

園芸教室
「樹木の手入れ～庭木の剪
定・移植・冬囲い～」　 要申込 

10/15（日）13:00〜16:00
緑の相談所　研修室 【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 電話で同園へ

展示会「秋のバラ展」 【日時】10/8（日）9:00〜17:00、9（月・祝）9:00〜16:00【場所】緑の相談所　展示室
第10回八戸公園四季写真展 【日時】10/9（月・祝）〜11/12（日）9:00〜16:00※最終日は15:00まで【場所】緑の相談所　展示室

縄文なべまつり 【日時】10/9（月・祝）10:00〜15:00【内容】10:30〜ステージイベント、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）

八戸公園内 三八五・こども館 休2・10・16・23・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 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
レッツゴー！
のりものらんど 10/1（日）9：45〜12:00 【内容】木の実や枝を使っておもちゃの乗り物を作る【対

象】小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

ハロウィン工作
おばけかざり 10/22（日）9：45〜12:00 【内容】木のメダルでおばけの飾りを作る【対象】小学

生以下【定員】30人（先着順） 申込不要
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八戸ポータルミュージアム はっち 休10　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

八戸横丁月間
「酔っ払いに愛を2017」

10/1（日）〜31（火）
中心街横丁　各所

【内容】10月の1か月間は、八戸ならではの横丁の魅力が存分に味
わえる八戸横丁月間と位置づけ、日本酒の日にちなんだイベント
や夜の歩行者天国、「八戸さんぽマイスター」と行く横丁めぐりな
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。
※詳細は、はっちホームページをご覧ください

横丁オンリーユーシアター

10/6（金）・7（土）
18:00〜21:00
中心街横丁の各店・
路面スペース

【内容】八戸名物の「横丁」は、全国的にも珍しい古き良き面影を残す
小路に小さなお店が連なるエリア。そんな横丁を劇場に見立て、ダン
スやコメディなどのパフォーマンスを行う。横丁に2日間だけ出現す
るアート空間で、人と人とのコミュニケーションと美味しい食べ物・
お酒をお楽しみください。【チケット】1枚1,000円（公演鑑賞券3枚
+1ドリンク引換券）※詳細は、はっちホームページをご覧ください。

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

10/11（水）・25（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

和
わ び

日カフェ
～日本文化に親しむ日～

10/15（日）10:00〜16:00
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。10月は、日本舞踊・詩吟・手
踊りなどの発表会のほか、花展、いけばな体験などを
開催【参加費】一部実費負担あり（材料費など）

申込不要

こどもはっち 休10　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　ホkodomohacchi.net
※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
10/8（日）・22（日）
14:00〜17:00
八戸ニューポート（十三日町）

【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 10/15（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

不登校・ひきこもり交流会・
相談会

10/15(日)14:00〜16:00
5階　レジデンスC

【内容】ひきこもり状態にある人やその家族、また支援
の立場にある人たちのための交流会 申込不要

ばぶちゃんハロウィン
 要申込 

10/29(日)11:00〜13:00
5階　共同スタジオ

【内容】おやつツアーや仮装コンテストなど、親子で
楽しめるハロウィンパーティー【対象】0歳〜満2歳ま
でのお子さんとその保護者【定員】30組【参加費】1組
300円

9/29（金）
から電話で

「秋冬物のおさがり掘り出し
市」出店者募集　 要申込 

【開催日時・場所】11/5(日)10:30〜13:00・1階はっちひろば【定員】12組【参加費】500円※無料で子
ども服のおさがり品を提供してくださる方も募集（イベントの詳細はお問い合わせください。）

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
秋の味覚ハイキング
 要申込 

10/14（土）9:00〜13:00
【集合場所】山麓駐車場

【内容】講師からきのこなどの秋の味覚の解説を聞きな
がら、市民の森の遊歩道を散策してきのこ狩りを楽しみ、
山頂のキャンプ場で秋の味覚を味わう【定員】10組【参
加費】500円（昼食・保険代含む）
モト八戸市緑化推進委員会（農林畜産課内）Ｔ43-9052

10/2（月）
までに電話で

ロープを使って木登り体験
 要申込 

10/15（日）10:00〜13:00
【集合場所】総合案内施設

【内容】装具を付けて木登りを体験し木や森に親しむ
【対象】小学生以上【定員】50人【参加費】500円（昼食・保
険代含む）

10/12（木）
までに電話で

市民の森でそば打ち体験
 要申込 

10/22（日）10:00〜13:00
【集合場所】総合案内施設

【内容】そば粉から手打ちそばづくりを体験し食す【定
員】40人【参加費】500円（昼食・保険代含む）

10/19（木）
までに電話で
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八戸市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��※館内無料Wi-Fi対応

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

10
月
の

企
画
展

～森と川と海と～
美しきふるさと青森県
内水面漁場管理への
取り組み

11/5（日）まで
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。

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

～受動から能動へ～
たんけんクラブ成長
への挑戦

【期間】10/9（月・祝）まで【内容】マリエント３階展示室のはちのへ「ちきゅう」情報館と10人で発足
したマリエント「ちきゅう」たんけんクラブは10周年を迎える。その記念企画として、「はがきに書
こう海洋の夢コンテスト」入選作品展示、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周年のあゆみを写真などで紹介

種差海岸周辺に咲く花
と風景

【期間】10/14（土）〜11/13（月）【内容】八戸市在住の坂
さかぐち

口満
みつる

氏による写真展。種差海岸周辺で見られ
る花々や風景の写真を約50点展示。

10月の「ちきゅう」たんけん
クラブ「シロザケ増殖と水産
市場大研究」

【開催日】10/15（日）【内容】新井田川漁業協同組合の施設内を見学。サケのふ化から成魚になるまで
の過程や、採卵・受精作業を実際に体験する。また、水産市場を見学。放流された魚が漁獲され、流通
を経て販売・消費されるという水産業のサイクルについての学習。

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

たねさしマルシェ 10/22（日）10:00〜14:00
【内容】種差天然芝生地周辺の食堂や民宿、商店が1日限りのマルシェ
を開催。種差ならではの食材を使ったメニューを食べてスタンプを
集めると、オリジナルの記念品をプレゼント。

草刈清掃活動イベント 10/28（土）9:00〜12:00

【内容】種差海岸の美しい景観を守るため、専門家からレクチャーを受
けた後に大須賀海岸にて実生松の抜き取りを行う。作業終了後には
軽食を囲んで交流会を開催【定員】20人【参加費】500円(保険料、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）　※利用状況で実施できない場合あり

ハロウィンオーナメント
作り

10/1（日）〜31（火）
10:00〜16:00

【内容】ハロウィンをテーマに、松ぼっくりや貝殻などの自然物とビー
ズなどを使って飾り付けをし、オリジナルのオーナメントを作る
【参加費】200円

青葉湖展望交流施設山の楽
が っ こ う

校 休2・10・16・23・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・参加費など 申込方法
そば打ち体験楽校
  要申込 10/1(日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 9/29（金）まで

に電話で
田んぼの稲刈り楽校
 要申込 

10/7(土）9:00〜15:00 【参加費】500円 10/5（木）まで
に電話で

布編みスリッパの楽校
 要申込 10/8（日）9:00〜15:00 【参加費】3,000円 10/6（金）まで

に電話で

新そばまつり 10/22（日）・29（日）
10:00〜15:00 【内容】食堂開設、野菜・果物の即売会



平成 29年（2017）10月号　広報はちのへ　34

市民伝言板

第5回市民健康セミナー「ピンピンきらりの極意」
●日時10/26（木）18:00〜●場所八戸プラザホテル●内
容①ロコモティブシンドロームをテーマに健康で充実し
た生活を送るためのセミナー…講師：小野正人氏（医師）②
ロコモティブ実演指導…講師：西村司氏（健康運動指導士）
●定員150人●参加費無料モト10/20（金）まで（公財）八
戸市総合健診センターへＴ45-9131Ｆ45-9172

琴城流大正琴 第7回ミニコンサート
●日時10/11（水）13:00〜15:00●場所はっち2階シア
ター2●内容八戸すみれ会・八戸つぼみ会による合同コン
サート。踊りを楽しむ会による日本舞踏もあり。●入場料
無料問八戸すみれ会事務局ＴＦ52-4334

福祉オンブズマン養成講座
●日時10/7（土）10:50〜16:00※受付10:30●場所はち
ふくプラザねじょう●内容▷午前…福祉オンブズマン概
要▷午後…講演「これからの障がい福祉の方向性」、講師：
古川善朗氏（元障がい施設長）●参加費無料（別途昼食代）
モト10/2（月）まで特定非営利活動法人�八ネット福祉オン
ブズマン事務局へＴＦ34-3686

ことばの力 セミナー
～「伝える」「伝わる」心に届く話し方～
●日時10/6（金）13:30〜15:30●場所公会堂（小会議室）●
内容「コミュニケーションの場や面接時など、ことばの力
を認識し自分の話し方を見つけるセミナー●講師大竹辰也
氏（特定非営利活動法人あおもりラジオくらぶ代表理事）●
対象45歳未満の若年求職者●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

青森県行政書士会三八支部無料相談会
●日時10/21（土）13:30〜15:00●場所ラピア1階●参
加費無料※申込不要問青森県行政書士会三八支部Ｔ47-
2870�Ｆ47-2871

東北電力Presents「秋の名曲コンサート」
●日時11/5（日）14:30〜●場所八戸市公民館●内容八戸
市民フィルハーモニー交響楽団によるオーケストラ演奏●
定員450人●入場料無料モト10/13（金）まで（当日消印有
効）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、人数を明記し
ハガキまたはＦＡＸで東北電力八戸（営）総務課「秋の名曲
コンサート」係へ（１枚につき５人まで。申込多数の場合抽選）
※入場者決定後にチケットを発送〶031-8550堤町11-2　
Ｔ43-5612Ｆ24-4919

経済産業省東北経済産業局
「家電リサイクル施設見学会」
●日時10/25（水）13:30〜16:00●場所東京鐵鋼㈱八戸
工場●集合場所（時間）東京鐵鋼㈱八戸工場事務所入口
（13:30までに集合）●内容家電４品目の再資源化工程など
について施設見学を行う●定員30人（先着順）●参加費無
料モト申し込みは、東北経済産業局ホームページ「新着情
報」から経済産業省東北経済産業局�環境・リサイクル課Ｔ
022-221-4930Ｆ022-213-0757

八戸保健医療専門学校「学園祭」
●日時10/29（日）10:00〜15:00●場所八戸保健医療専
門学校（八戸市民病院向かい）●内容無料歯科検診、無料健
康チェック、測定会など。ビンゴゲーム・○×クイズも開
催（景品あり）※参加者募集問八戸保健医療専門学校事務
局Ｔ24-5127Ｆ72-3072

FM青森公開録音イベント
「八戸＆青森ピンクリボンプロジェクト2017」
●日時10/7（土）11:00〜16:00●場所ラピア1階フェスタ
プラザ●内容▽講話：乳がんのお話、講師：福田春彦氏（メ
ディカルコート八戸西病院副院長）▷トーク：福田春彦氏、
川嶋啓明氏（青森市民病院外科部長）▷模型を使った自己触
診や乳腺超音波検査デモなどを体験▷Sinonさんのミニラ
イブ●参加費無料問八戸ピンクリボンプロジェクト事務局
（八戸市総合健診センター業務課内）Ｔ45-9131（内線124）

健康増進ボウリングスクール
●日時▷10/23（月）10:00〜・20:00〜▷26（木）13:30〜
▷27（金）10:00〜▷28（土）13:30〜※各全5週●場所ゆ
りの木ボウル●参加費500円（保険料）※初回のみ別途テ
キスト代モト各コースのいずれかを選び健康増進ボウリ
ング教室事務局へＴ45-1022Ｆ45-1019

新しい時代の理想の上司
「イクボスが増えれば青森が変わる!」
●日時10/24（火）13:30〜16:30●場所ユートリー4階研
修室●内容経営者や管理職が職場で共に働く部下などの仕
事と生活の両立を考えたりマネジメントするための企業経
営セミナー●対象企業や団体の経営者や管理職の人●定員
30人●参加費無料モト10/17（火）まであおもり出会いサ
ポートセンターへＴ017-721-1250Ｆ017-763-5523

八戸おもと同好会第40回記念名作展示会
●日時10/21（土）13:00〜17:00、22日（日）9:00〜16:00
●場所NHK八戸支局ハナミズキホール●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

第10回いのちのリレー市民公開講座
●開催日10/15（日）●場所はっち2階シアター2●内容
▷第1部10:00〜：講話「がん検診のすすめ」（乳がん専門
医、検診スタッフ）、まちかど診察（血管年齢、乳がん自己
検診）▷第2部13:00〜「臓器移植」について（提供者家族
の体験談、肺移植医の講演など）●入場料無料※申込不要
問八戸市医師会Ｔ43-3954Ｆ45-6837

八商バザー
●日時10/14（土）10:00〜15:30、15（日）9:30〜15:30
●場所八戸商業高等学校問八戸商業高等学校
Ｔ96-5001Ｆ96-6200

FPフォーラムin八戸
●開催日10/15（日）●場所ラピア2階ラピアホール●内
容▷相続・資産運用などの無料相談10:30〜15:50▷講演
13:30〜15:00：未来を変える年金とiDeCoの活かし方、講
師：前野彩氏●参加費無料問FP協会青森支部Ｔ43-5930

あおもり県民カレッジ三八地区地域キャンパス講座
●日時10/25（水）13:30〜15:30●場所はっちシアター
2●内容名映画鑑賞会「ジャンヌ・ダーク」●定員80人●
参加費無料モあおもり県民カレッジ事務局Ｔ017-739-
0900問三八学友会事務局Ｔ090-7330-3514


