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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
です!

●  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。

11月の

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　
※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 内容・定員・対象・申込方法など

秋の再生品提供
 要申込 

【内容】修理再生した家具などを低価格で提供（タンス・学習机・ベッド・ソファなど）【対象】八戸市・階
上町・南部町在住の18歳以上の人【申込方法】11/4（土）～12（日）に申込書（八戸リサイクルプラザで
配布）に希望する再生品を明記し提出（電話申し込み、代理申し込み不可）※1人2品まで（同一品は不可）

【公開抽選】11/15（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで通知【引取期間】11/18（土）～26（日）
※運搬は当選者が行う

11/3（金・祝）は、文化の日のため、
入館（場）料を無料とします。

八戸市博物館 休13・20・24・27　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111
Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1　※入館料あり

行事名 日時・場所 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−」11/12（日）まで 【内容】市制施行「八十八」周年にかけ、「米」に関する資料を紹介

ギャラリートーク 11/3(金・祝)13：30～ 【内容】特別展について学芸員が分かりやすく解説 申込不要
講演会

「中世のムラを考える
−島守の田んぼから−」
 要申込 

11/4(土)13：30～15:30 【講師】古
ふるだて

舘光
こ う じ

治（すまもり村村長）【定員】50人 前日までに
電話で

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 

11/11(土)11：00～ 【講師】同館学芸員【対象】小学生以上【定員】15人 前日までに
電話で

博物館クラブ
「つるの編み方」  要申込 11/18(土)9：00～12：00 【講師】同館学芸員【対象】小学生とその保護者【定員】

10組【持ち物】洗濯ばさみ2個
10/20（金）
から電話で

市民講座
「近世北奥地域の造船動向〜
八戸藩領を中心に〜」  要申込 

11/25（土）13：30～15：30 【講師】石
いしやま

山晃
あ き こ

子（あおもり北のまほろば歴史館副館長）
【定員】60人

前日までに
電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは博物館へ

11/3は入館料無料

八戸市南郷歴史民俗資料館 休13・20・24・27　開9:00~17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷大字島守字小山田7‒1　　※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】同館に収蔵されている南郷の閉校した学校の校章、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
南郷アートプロジェクト
制作映画上映

11/26（日）13:00～
※毎月第4（日）上映 【内容】「鳩祭～138年に1度、鳥が舞い降りる村の話」（旧鳩田小学校）

南郷一周めぐり
 要申込 

11/10（金）9:00～16:00
【集合時間・場所】9:00までに
市庁玄関前

【内容】同館・鷹巣展望台・市民の森不習岳など（予定）
※バス移動【定員】24人【持ち物】昼食

10/24（火）
から電話で

11/3は入館料無料

史跡根城の広場 休13・20・24・27　開9:00~17:00　Ｔ41‒1726
Ｆ 41‒1756　住根城字根城 47　　※入場料あり

行事名 内容・定員・対象など 申込方法
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!　 要申込  

八幡馬の絵付け ①クラシックコース【所要時間】約30分【材料費】1,200円
②アレンジコース　【所要時間】約90分【材料費】1,900円 2日前までに

電話で
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

11/3は入場料無料
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　是川縄文館と縄文学習館では、8月20日（日）に「第22回これかわ
縄文まつり」を開催しました。2年ぶりに晴れとなった今年は、縄文
体験スタンプラリーをはじめ、縄文の里を歩こう会やお楽しみ抽選会、
各イベントなど昨年以上のにぎわいでした。
　今回は、八戸工業大学による縄文スタンプアート工房や八戸学院
大学短期大学部によるオリジナル化石づくり・ボタン作りといった、
大学と連携した取り組みを新たに行い、とても大盛況でした。 トチの実や葉を使った化石 縄文スタンプアート工房

いのるん通信 第28回　縄文まつりに参加したるん!

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　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

写真のまち八戸
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）
10:00～19:00
ファッションパル ヴィアノヴァ
2階（十三日町）
※14日（火）休館

【内容】「青春プレイバック」をテーマに募集
した写真を展示

視聴覚センター 児童科学館 休11/30まで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　※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

映像利用鑑賞会 11/22（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 申込不要

八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

休13・20・24・27　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　※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−」　11/26（日）まで　※詳しくは39ページをご覧ください。

ギャラリートーク

①11/4（土）②11/11（土）
　10:00～11:00
③11/18（土）④11/25（土）
　14：00～15:00

【内容】企画展のみどころを、①辻
つじ

誠
せいいちろう

一郎（東京大学大
学院新領域創成科学研究科教授）、②～④同館学芸員
が解説　※観覧料必要

申込不要

考古学講座
 要申込 11/4（土）14：00～16:00

【演題】是川縄文ムラを観る・描く−人と風と草木の
ものがたり−【講師】辻

つじ

誠
せいいちろう

一郎【定員】100人
開催日の前日
までに電話で

平成29年度遺跡調査報告会 11/11（土）14:00～16:00
【内容】今年度に発掘調査が行われた市内の遺跡の調
査結果を報告（予定：熊野堂遺跡、雷遺跡など）※出土
品展示は13:00～16:30

申込不要

トチの実で縄文クッキング
 要申込 11/18（土）9:30～12:00

【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る【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
※汚れても良い服装で

開催日の前日
までに電話で

縄文土器作り講座 11/25（土）9:30～15:00
【内容】10/21・28の土器作り講座に参加した人を対
象に、製作した土器の焼き上げを行う（焼き上げの見
学可）※汚れても良い服装で。雨天時は延期

申込不要

冬季日曜日縄文体験
コーナー

11/5～26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
まがたま

玉作り【参加費】100円～1,000円
※粘土を使った体験は要相談 ※団体利用はできません

申込不要

11/3は観覧料無料

縄文土器作り講座 土器の焼き上げトチの実で縄文クッキング

昔
の
人
た
ち
の
日
々

を
想
像
し
な
が
ら
歴

史
に
も
親
し
ん
で
み

ま
せ
ん
か
？

いのるん
「是川縄文館」マスコット

キャラクター
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八戸市立図書館 休6・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　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
三浦哲郎作品展 11/1（水）～23(木・祝） 【内容】郷土の芥川賞作家「三浦哲郎」の作品を展示・貸出

秋の紅葉と絶景を探して 11/1（水）～29(水） 【内容】秋の紅葉シーズンを迎えて絶景スポットや名物に
関する本を展示・貸出

日本の伝統行事と和の暮らし 11/7（火）～29(水） 【内容】日本の伝統行事やそれに伴う日々の暮らしに関す
る本を展示・貸出

音楽と文学は友達 11/1（水）～29(水） 【内容】タイトルや主題に音楽が流れている本を展示・貸出

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

市史講座
「遠山家日記の時代」　

11/11(土)10:00～12:00
2階　集会室

【講師】三
み う ら

浦忠
た だ し

司（八戸歴史研究会会長）【定員】50人
問市立図書館歴史資料グループ　Ｔ73-3234

「新編八戸市史　通史編Ⅱ　
近世」第二版刊行

【内容】平成25年に発刊した「新編八戸市史　通史編Ⅱ　近世」を加筆・修正した第二版【価格】3,080
円（税込み）【販売場所】伊吉書院、木村書店、カネイリなど市内書店、市立図書館2階カウンター、博物館、
八戸ブックセンター　問市立図書館歴史資料グループ　Ｔ73-3234

八戸市図書情報センター 休6・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

これぞ、NIPPON!
−ユネスコ無形文化遺産特集− 10/27（金）～11/12(日）

【内容】八戸三社大祭がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記
念し、日本で登録されているユネスコ無形文化遺産に関連する図書・
DVDなどを展示・貸出

ジャケ読みのすすめ 11/1（水）～29(水） 【内容】表紙が魅力的で思わず手に取りたくなるような図書を展示・貸出

八戸市立南郷図書館 休6・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 申込方法
日本の伝統芸能 11/1（水）～29(水） 【内容】落語、歌舞伎、能など、伝統芸能に関連した本などを展示・貸出
いろいろな神さま 11/1（水）～29(水） 【内容】日本や世界の神さまの出てくる本を展示・貸出
逸品展示 11/1（水）～29(水） 【内容】世の中の逸品が掲載されている本を展示・貸出
第18回NAN号てんもん教室
 要申込 11/3(金・祝)19：00～21:00 【内容】講師を招きこの時期に見られる星座の紹介と

星の観察を行う※雨天時は屋内で楽しめる講座など
前日までに

電話で

本と雑誌の
リサイクルフェア

11/11(土）10：00～15:00
南郷体育館

「南郷産業文化まつり」期間中に、家庭で不要になった本や、図書館で
除籍処分した図書・雑誌などを無料提供。無くなり次第終了。※1人5
冊まで【持ち物】本を持ち帰るための袋

八戸公園 休6・13・20・27　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 申込方法
「こどもの国 遊園地」冬季休業【休業期間】11/6（月）～30年3/31（土）　※「三八五・こども館」「八戸植物公園」は通年で利用可

園芸教室

ツルバラの剪
せん

定と誘引
 要申込 

11/12（日）13:00～16:00
緑の相談所　研修室

【講師】阿
あ べ

部文
ふ み お

雄（八戸ばら会）【定員】40人
※屋外実習があるため防寒対策を 電話で同園へ

木の実で作るクリスマス
リース
 要申込 

11/26(日)13:00～16:00
緑の相談所　研修室

【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】1,000円（教材費）【持ち物】花ば
さみ、持ち帰り用の袋
※キャンセルの場合11/24まで電話でご連絡ください。

11/24（金）
までに電話で

八戸公園内 三八五・こども館 休6・13・20・27　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

紅葉アート 11/5（日）9:45～12:00 【内容】紅葉した葉っぱを使って壁飾りを作る【対象】
小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要

どんぐり村の秋まつり 11/19（日）9:45～12:00 【内容】木の実を使ってかわいい置き物を作る【対象】
小学生以下【定員】30人（先着順） 申込不要
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こどもはっち 休14・16・20　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　
※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
親子和太鼓ワークショップ

「たいこでドン！」
11/3(金・祝)13:30～14:00
2階　シアター2

【内容】迫力ある和太鼓の生演奏を聴いたり、親子で
和太鼓演奏に挑戦できる 申込不要

秋冬物のおさがり掘り出し市 11/5(日)10:30～13:00
1階　はっちひろば

【内容】先輩ママによるフリーマーケットやおさがり品の無料提供を
開催※子ども用おさがり品の無料提供を11/1(水)まで募集

不登校・学習支援相談会 11/5・19の各（日）14:00～
17:00　八戸ニューポート

【内容】不登校や学習困難の小学生から高校生のため
の学習支援の場※個別相談あり

申込不要はちのへおもちゃ病院 11/12(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。※部品交換した時など実費負担あり（50円～
300円）

ひきこもり家族交流会 11/12(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のための
交流会

はっち市
いち

企画 
こども商店街

11/17(金)～19(日)
10:00～※17(金)のみ12:00～

【内容】アイス屋さんやたこやき屋さんなどのお店を
体験する「こども商店街」が登場※入場料別途

プレパパ・プレママひろば
（妊娠8か月以上） 要申込 

①11/24(金)9:30～
②11/26(日)10:30～
③11/29(水）9:30～

【内容】子育ての勉強会を開催【対象】①ママの年齢が
35歳以上②双子ちゃんを出産予定の人③妊娠8か月
以上の人【定員】各回4組【参加費】100円

電話で同館へ

八戸ポータルミュージアム はっち 休14・16・20　開9:00~21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808
住三日町11‒1　　

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

11/8・22の各（水）
19:00～20：00
1階　はっちひろば

【内容】市内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

はっち市2017 11/17（金）～19（日） 【内容】詳細は38ページをご覧ください。
 はっちのクリスマス2017
八戸いちごマルシェ＆
菓子まつり

11/25（土）・26（日）
1階、5階 【内容】詳細は21ページをご覧ください。

スイーツバイキング
11/25（土）①11:00～12:00
①12:30～13:30②14:00～
15:00　1階　はっちひろば

【内容】八戸菓子商工業組合の皆さんによる、たくさんの種類のス
イーツが勢ぞろい【定員】各回50人【チケット】1,500円、小学生以
下700円※ドリンク付き【チケット販売開始日】11/1（水）～

平成30年度冬のイベント
企画実施者(団体)募集
 要申込 

【内容】平成30年11/23(金・祝)～12/25(火)の期間で、「冬」や「クリスマス」をテーマとした、誰も
が「見る・聞く・体験できる」企画を実施する人を募集【募集期間】11/1(水)～30(木)必着【使用会場】
はっちひろば、シアター1、ギャラリー1、シアター2、ギャラリー2、ギャラリー3※会場で使用期間が
異なる【施設使用料】企画実施者(団体)決定後、納入期限日までに支払い。また有料備品使用の場合は
最終日に支払い。※詳細はお問い合わせください。

青葉湖展望交流施設山の楽校 休6･13・20・27　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・受講料など 申込方法
エコクラフトの楽校 11/3（金・祝）9:00～12:00 【参加費】2,000円～2,500円 11/  1（水）までに電話で
秋の青葉湖ウォーク 11/5（日） ※詳しくは19ページをご覧ください。
そば打ち体験楽校 11/11（土）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円 11/  9（木）までに電話で
布ぞうりの楽校 11/12（日）9:00～14:00 【参加費】2,800円 11/10（金）までに電話で
干し柿体験楽校 11/19（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円 11/17（金）までに電話で
座敷ほうきの楽校 11/26（日）9:00～15:00 【参加費】2,500円 11/24（金）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

紅葉ライトアップ 10月下旬～11月上旬
17:00～19:00

【内容】紅葉したもみじ園をライトアップ（紅葉の状況により日程が前
後することもあり）※雨天中止

もみじ狩りと
ネイチャーゲーム
 要申込 

11/3（金・祝）10:00～13:00
【内容】秋の遊歩道を散策し、紅葉鑑賞とネイチャー
ゲームを行う【定員】50人【参加費】500円（食事代、
保険料含む）※寒くない服装で。小雨決行

11/1（水）まで
に電話で

ティータイムコンサート
 要申込 11/12（日）13:30～14:30 【内容】薪ストーブを囲んで午後のひと時に軽音楽と

温かい飲み物を楽しむ【定員】50人【参加費】500円
11/9（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
※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

〜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】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

マリエントコレクショ
ン2017（マリコレin
クリスマス）

11/11（土）～12/25（月）
3階　展示室

【内容】まるでドレスアップしてランウェイを歩くような、
外見が華やかで派手な魚たちのにぎやかで温かい雰囲気
の水槽を展示

サケ成長日記 11月上旬～30年5月の放流まで
3階　展示室

【内容】サケの受精卵（新井田川漁業協同組合提供）の孵
ふ

化から
放流までの成長の様子を展示

 「ちきゅう」たんけん
クラブ会員募集中

【対象】ジュニア（小学1年生～中学3年生）、シニア（高等学校、専門学校、高等専門学校、短期大学、大学、
大学院の生徒・学生）　※詳細はお問い合わせください。

3階 ★見て楽しむ
「
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「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う

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

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
★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

種差海岸周辺に咲く
花と風景

11/13（月）まで
展示ホール

【内容】坂
さかぐち

口満
みつる

（市内在住）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

南極観測船 砕氷艦し
らせ 氷が語る南極の
世界と歴史 そして…
私たちの未来

11/18（土）～12/10（日）

【内容】マリエントちきゅうたんけんクラブ発足10周年、日本南極観
測（昭和基地開設）60周年を記念し開催。海上自衛隊、南極観測隊の皆
さんの仕事や砕氷艦しらせの挑戦や取り組みについて学ぶ。また、南
極の石と氷の展示を通じ、より身近な南極の世界と歴史に触れる。

八戸ブックセンター 休7・14・21・28　開11:00~20:00 　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2 Garden Terrace 1階　

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

「暮らしの手帖をつくった
ふたり」

11/26（日）まで
ギャラリー 【内容】花

は な も り や す じ

森安治と大
お お は し し ず こ

橋鎭子に関するギャラリー展 申込不要

展示記念トークイベント
 要申込 

11/11（土）14:00～
ギャラリー

【内容】池
いけがみ

上研
け ん じ

治（暮しの手帖社）を招いてのトークイ
ベント

電話、HPで
同センターへ

ブック･ドリンクス 10/27、11/24の各（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

 本のまち読書会　 要申込 

なにはなくとも話題の本
vol.2 
〜高

たかはし

橋弘
ひ ろ き

希「日曜日の人々」〜
11/4（土）14:00～15:30

【内容】作家・高橋弘希（十和田市出身）の「日曜日の
人々」（講談社）を課題本とした読書会（ワンドリンク
制）

電話、HPで
同センターへ

ジャケ読ウイーク！ 11/13（月）・15（水）～17（金）
18:00～19:30

【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）

知の棚へのチチェローネ　
2巡目の2

「幻の地図を探検してみよう」

11/18（土）14:00～16:00
読書会ルーム

【内容】今回取り上げる知の世界は、実在しない幻の土
地や国、島々の世界。「ファントム・アトラス」（邦題「世
界をまどわせた地図」）を読む

クリスマスのおくりもの 11/25（土）14:00～
読書会ルーム

【内容】誰かに贈りたいと思う自分が好きなクリスマ
スの本を紹介し合う読書会。
ゲスト:戸

と だ や ま

田山みどり（八戸高専教授）
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ホホームページ（http://www.は省略）　ＥEメールアドレス

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

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
企画展「たねさし・はしかみ
クイズに挑戦!!」 11/1（水）～12/28（木） 【内容】種差海岸・階上地域に関するクイズを展示し、

その地域について楽しみながら学ぶ。 申込不要

竹スキーを作って滑ろう!
 要申込 11/19(日)9:15～12:00 【内容】昔の冬遊び「竹スキー」を作る【定員】10組（大

人と子ども2人で1組）【参加費】1組1,000円
11/10（金）

までに電話で
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。
木の枝を使ったマグネット
作り

11/3（金・祝）～26（日）
10:00～16:00

【内容】木の枝を輪切りにした物に、飾り付けをし、オ
リジナルのマグネットを作る【参加費】200円 申込不要

総合教育センター 休第2・4（土）・（日）（祝）　開8:15~17:00　Ｔ46‒0521　Ｆ46‒1155
住諏訪一丁目2-41　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象・申込方法など

市民パソコン教室
「インターネット検索・
ワード文書作成」
 要申込 

11/7（火）・8（水）
13:30～16:30

（受付時間13:15～13:30）

【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
う※2日間の教室【対象】18歳以上の社会人【定員】20人【申込方法】
10/30（月）まで（必着）に、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、「市民パソコン教室受講希望」を明記し、は
がき、FAXまたはEメールで※応募多数の場合は抽選

市民英会話教室
（上級・中級・初級）

 要申込 

11/7（火）・8（水）
前半…18:00～19:00
後半…19:10～20:00
※前・後半のみ、また両方可

【内容】上級：自由会話・ディベートなど。中級：英語検定３級程度（中
学卒業程度）の会話や表現など。初級：簡単な日常会話や単語の学習
と運用練習など【講師】外国語指導助手（ALT）【対象】高校生以上（小中
学生は保護者同伴・送迎ありで可）【申込方法】10/27（金）まで（必着）
に、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、希望クラス（上級・中級・初級）、希望時間（前半・後半・両方）を明
記し、はがき、FAXまたはEメールで教育指導課。
〶031-8686内丸一丁目1-1　Ｔ43‒9519　Ｆ47‒4997
Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp

市民教育公開講座
 要申込 

11/11（土）13:30～16:00
（受付時間13:00～13:25）

【演題】がまんする力はどのように育つのか【講師】大
お お か わ ら

河原美
み い

以（東京学
芸大学教育心理学講座教授）【定員】120人【申込方法】11/7（火）まで

（必着）に、住所、氏名（ふりがな）、電話番号（FAX番号）、｢教育公開講
座受講希望｣を明記し、はがき、FAXまたはEメールで※申し込みは
先着順で、受講できない人には電話連絡

市民伝言板
不動産取引に係る一般公開セミナー
●日時10/26（木）13:00～16:15●場所グランドサンピア八戸
●内容インスペクションや不動産取引に関する最近の裁判事例
など。●講師青森県建築士会、顧問弁護士●参加費無料
モト（公社）青森県宅地建物取引業協会　Ｔ017-722-4086

発達障がい就労支援フォーラム2017
〜地域での就労を考える〜
●日時11/11（土）①10:00～12:00②13:00～15:00●場所は
ちふくプラザねじょう2階多目的ホール●内容①講演「発達障が
いに特化した就労移行支援の実態」、講師：高橋亜希子（㈱エンカ
レッジ取締役）②シンポジウム「地域における発達障がい者への
就労支援」●対象発達障がい者へ関心をお持ちの方、企業就労担
当者、支援者、保護者●定員200人●参加費無料
モト11/4（土）までに氏名、所属（職業）、電話番号をFAXで青森県自
閉症協会八戸地区事務局 Ｆ28-8421 Ｅzenf3w2016@gmail.com

オストメイト講習会
●日時11/12（日）13:30～15:30●場所はちふくプラザねじょ
う●内容▷講話「老後を美味しく過ごすために～栄養バランス・
減塩～」、講師：高橋貴子（八戸市保健所管理栄養士）▷装具の
個々の適合チェックと懇談会（装具担当者）、その他●対象ストー
マ造設者とその家族、一般●参加費無料
モト（公社）日本オストミー協会青森県支部三八地区 Ｔ20-6444

ジョブカフェあおもり就職支援セミナー
「あなたの知らないジブン旅!本当のジブン対処法」
●日時11/17（金）13:30～15:30●場所はちのへ若者サポート
ステーション（十三日町4-1）●内容自己理解から他者理解、価値
観の受容や認知の変容を学びコミュニケーションを向上させる 
●講師竹内由加子（ガイダンスカウンセラー）●対象45歳未満の 
若年求職者など●定員10人（先着順）●参加費無料
モトジョブカフェあおもり　Ｔ017-731-1311

司法書士と社会福祉士に聞いてみよう!無料合同相談会
●日時11/23（木・祝）10:00～16:00●場所ユートリー●内容高
齢者などの悪質商法被害、登記、相続、借金、認知症や知的障がい
者のための成年後見制度などの相談に、司法書士と社会福祉士が
対応（手話通訳が常駐）●参加費無料（具体的な手続きが必要にな
る場合は別途費用が掛かりますので相談員にご確認ください。）
問青森県司法書士会　Ｔ017-776-8398

八戸工業大学公開講座
【やっぱし、ふるさとことばだじゃ!〜本と方言と、時々アンケート〜】
●日時11/26（日）13:30～15:00●場所八戸ブックセンター読
書会ルーム●対象小学生以上●参加費無料※申込不要　
問八戸工業大学（講座担当）Ｔ25-8127
【液晶パネルを作ろう　目に見える電子技術に触れてみよう】
●日時11/26（日）13:00～16:00●場所八戸工業大学地域産業
総合研究所産学連携プラザ（チーノはちのへ1階）●対象中学生
以上●参加費無料●申込締切日11/10（金）
問八戸工業大学（講座担当）　Ｔ25-8020




