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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　ＥEメールアドレス

⃝ 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、無料ですが、入館料・観覧料が必

要な場合があります。

9月の

博物館 休10・18・25　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・対象・定員など
ミニパネル展「八戸の災害」 9/1（土）〜30（日） 【内容】9月の防災月間に併せ、過去に八戸を襲った災害のパネル展
根城史跡ボランティア募集 詳しくは同館へ

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休10・18・25　開9:00〜17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　※入場料あり

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法
根城おもしろ講座　体験学習講座  要申込 

「木工細工」～南部組
く み こ

子で
コースターを作ろう～

9/2（日）10:00〜12:00 【講師】舘
たて

功
いさお

（舘タテグ工芸）【対象】小学生以上
【定員】20組【参加費】700円（材料費）

前日までに
電話で

歴史講演会
「久慈城と久慈氏の歴史」 9/16（日）10:00〜12:00 【講師】千

ち ば

葉啓
けいぞう

蔵（久慈市教育委員会）【対象】一般
【定員】100人【参加費】無料

前日までに
電話で

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 団体の場合は

事前に要相談
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

南
な ん ご う

郷歴史民俗資料館 休3〜5・10〜13・18・25　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・定員など 申込方法

特別展「長崎原爆展」 9/2（日）まで
【内容】被災資料などを通して、戦争・原爆被災のありのままをより

多くの方々、特に戦争を知らない若い世代に伝える
【観覧料】常設展入館料と同じ

島守四十八社めぐり  要申込 
9/14（金）9:00〜16:00

【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】島守地区に古くからある神社や祠
ほこら

を見学
（マイクロバス移動、駐車場から見学地までは徒歩）
【定員】24人【持ち物】昼食

8/24（金)9:00
から電話で

はちのへまちなかアートラボ  C
コ ベ ヤ

o部屋（新美術館建設推進室） 休（土）（日）（祝）開10:00~17:00　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・対象・定員など 申込方法

写真∞（インフィニティ）
シリーズ写真家滞在制作
ワークショップ
 要申込 

9/23（日・祝）10:00〜15:00
Co部屋

【内容】カメラの原型となった『カメラ・オブスクラ』
をまちなかに作り撮影する【講師】佐

さ と う

藤時
ときひろ

啓（東京藝
術大学/写真家）【対象】高校生以上【定員】15人

【参加費】100円【持ち物】ダンボール箱 、アルミ缶、
カメラ、三脚（あれば）

8/20（月)
から電話で

写真のまち八戸
「中学生写真日記」

作品募集中

【内容】写真と日記で思い出をつづる「写真日記」作品を募集【制作方法】「制作ガイド」を見ながら専
用の「台紙」を用いて制作（制作ガイド、台紙はCo部屋、各中学校で配布）【対象】八戸圏域（八戸市・
三戸町・五戸町・田子町・南部町・階上町・新郷村・おいらせ町）の中学生【応募方法】10/31（水）までに、
郵送または直接、新美術館建設推進室へ、学校単位で応募する場合は美術教諭へ
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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　ＥEメールアドレス

市立図書館 休18・24〜28　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・定員など 申込方法
特別図書整理（蔵書点検など）のため臨時休館します　【期間】9/24（月・休）〜28（金）
臨時休館に伴う貸出冊数の変更 9/10（月）〜23（日・祝） 【貸出対象・貸出数】図書雑誌・8冊、CD・3点【貸出期間】22日間

おすすめ図書展示・貸出
【八戸市民大学講座（後期）関連図書 8/14（火）〜11月上旬】　【食欲の秋おすすめ本 9/1（土）〜23（日・

祝）】　【いきいきシニアライフ 9/1（土）〜10/8（月・祝）】　【教科書名作文学〜小・中学生編〜 9/19（水）
〜10/8（月・祝）】　【スポーツの秋 9/29（土）〜10/16（火）】

第8回八戸市図書館を使った
調べる学習コンクール

【募集期間】9/1（土）〜30（日）【募集内容】図書館の本を使った調べる学習の作品で、テーマは自由。
小学生はB4、中学生はA4までの用紙で50ページ以内。調べるときに使った「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。
【応募方法】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

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

9/13（木）10:00〜12:00
※毎月第2（木）開催

【内容】絵本や読み聞かせの勉強会※初めて参加さ
れる人は、事前連絡必要【定員】20人

電話、
直接来館

第5回市史講座 9/22（土）10:00〜12:00
2階　集会室

【内容】南部弁いろいろ【講師】柾
ま さ や

谷伸
の ぶ お

夫（市公民館）
【定員】50人問市立図書館歴史資料グループＴＦ73-3234

申込不要

図書情報センター 休18・25・28　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・内容

おすすめ図書展示・貸出 【自由研究と調べ学習 9/27（木）まで】
【ハイカラさんの時代（明治時代を対象とした作品） 9/1（土）〜27（木）】

南郷図書館 休18・25・28　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・対象 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【ミステリー？ミステリ？ミステリィ？ 9/1（土）〜27（木）】　【空の本 9/1（土）〜27（木）】
【こんなにあります 大活字本 9/1（土）〜27（木）】

製本講座  要申込 9/8（土）13:00〜16:30 【内容】自分の文庫本にハードカバーの表紙をつけて、
オリジナル本に仕立てる【定員】4人【材料費】300円

電話または
直接来館

ぬいぐるみおとまり会
【内容】ぬいぐるみがお仕事やおはなし会をしている姿を写真撮影し、後日その写真をプレゼン
トします。【定員】30人【ぬいぐるみ募集期間】9/15（土）〜24（月・休）【お泊まり日】9/25（火）
【お渡し期間】9/26（水）〜10/7（日）

八戸ブックセンター 休4・11・18・25　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2 Garden Terrace 1階

行事名 日時・場所 内容 申込方法
ギャラリー展

「RUFF,RUGGED-N-RAW- 
The Japanese Hip Hop 
Photographs-」

9/17(月・祝）まで
ギャラリー

【内容】日本のヒップホップシーンを撮り続けている八戸市出身の
フォトグラファーc

チ ェ リ ー

herry c
チ ル

hill w
ウィル

ill.による写真展

ブックドリンクス 8/31、9/28の各（金）
18:00〜20:00

【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 

みる、のぞく、だまされる
～視覚表現の世界を読ん
でみる～（仮）

8/26（日）14:00〜16:00
【内容】だまし絵、VR、めがねなど、視覚にまつわる

本を集めた読書会。青森県立美術館で開催中の「め
がねと旅する美術展」と併せて楽しんでみましょう。

電話・HPで

naniyomu? 9/15（土）14:00〜 【内容】雑誌や新聞記事などから、次に読みたい本を
見つける会 電話・HPで

【館内ツアー特別企画】
ブックセンターってこんな
とこ  要申込 

9/2(日）14:00〜16:00
【内容】毎年恒例、八戸ブックセンタースタッフに

よる施設の使い方や、これまで実施してきたイベ
ントとこれからの取り組みについて紹介

電話・HPで

本のまちWS 「POPをつくって
みよう」   要申込 

9/8（土）14:00〜15:30 【内容】自身の周りにある文房具を使って、おすすめ
本のPOPづくりをしてみましょう。 電話・HPで

本のまち八戸ブックフェス 9/30(日)
【内容】一箱古本市やトークイベント、ワークショップなど、八戸ブック

センター、はっち、マチニワの各施設でイベントを実施します。
※詳細は八戸ブックセンターホームページをご覧ください。
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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　ＥEメールアドレス

児童科学館（視聴覚センター）休3・10・18・25　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　住類家四丁目3‒1
Ｅ jido@kagakukan-8.com

行事名 日時 内容など 申込方法
プラネタリウム

「野の天文学者 前
まえはら

原寅
とらきち

吉の夢」
（有料）

【日時】9/1（土）〜30（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
　　　【一般】平日④、（土）（日）（祝）①〜④ 【団体】平日①②③
※9/9（日）③、23（日・祝）③、22（土）〜24（月・休）は番組変更

団体のみ
電話で

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

熟睡プラ寝たリウム（有料） 9/23（日・祝）13:30〜14:30
※毎月23日開催

【内容】星空の下で眠ることを目的としたプラネタ
リウム【対象】高校生以上 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

９
月
８
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 ポパイ テレビの人気者　▷17:30〜 9.11生存者が語る真実

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】わたしのゆめのプラネット
18:00〜（日本語版） 【内容】野の天文学者 前原寅吉の夢

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】初秋の星空（金星、火星、アルビレオ ほか）

９
月
22
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 まんが日本昔ばなし「カチカチ山」ほか
▷17:30〜 小さな世界はワンダーランド「ミニミニ大作戦/秘密の森」

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】野の天文学者 前原寅吉の夢
18:00〜（生解説） 【内容】初秋の星空

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】秋の星空（月、金星、土星　ほか） 

おたのしみ劇場

①9/2（日）②9（日）
③16（日）④17（月・祝）
⑤23（日・祝）⑥24（月・休）
⑦30（日)
10:00〜11:00

①アニメ清水次郎長伝 石
いしまつ

松金
こ ん ぴ ら

毘羅代
だいさん

参 ほか
②えみ子と森のチビおばけ ほか　③がんばれスイ
ミー ほか　④へんてこ恐竜大図鑑  ほか　⑤アニメ
清水次郎長伝 石松と都鳥一家 ほか　⑥サヨナラ、
みどりが池〜飛べ!凧グライダー!!〜 ほか　⑦源吉
じいさんと子ぎつね ほか

申込不要

市立図書館
「映像利用鑑賞会」 9/19（水）13:30〜16:00

【内容】▷ガッツ親父とオサム▷わたしの美術館 
「 松

しょうはく

伯美術館『松
しょうえん

園・松
しょうこう

篁・敦
あ つ し

之上
う え む ら け

村家三
さんだい

代、美の系譜』」
申込不要

第8回 かがくかん祭 9/22（土）〜24（月・休）
10:00〜16:00 【内容】特別プラネタリウム、実験ショー、工作体験 申込不要

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、プラ板キーホルダー
などの工作体験※9/22〜24は内容変更

【参加費】200円以内（小学3年生以下は保護者同伴）
申込不要

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

行事名 日時・場所 内容・対象 申込方法

第47回八戸市児童生徒
発明くふう展

9/1（土）9:00〜17:00
9/2（日）9:00〜16:00
はっち

【内容】日常生活をより豊かに快適にするための児
童生徒による創意工夫作品を紹介 申込不要

種
た ね さ し

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・定員など 申込方法

種差海岸をガイドさんと
歩こう!

9/1・8・15・22・29の各（土）
【集合時間】10:35〜

同センター集合

【内容】地元ガイドと散策（9/1・15恵比須浜、9/8・29
淀の松原、9/22田村崎の各コース2km、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 !
街歩き＆夕焼けクルーズ
 要申込 

9/8（土）15:30〜18:30

【内容】地元ガイドの案内で、鮫地区の歴史や文化
の話を聞きながらの街歩きと、日没にあわせて特
別運行する遊覧船で夕焼けクルーズを楽しむ、鮫
地域の魅力の詰まったトレッキングプログラム

【定員】20人【参加費】大人1,800円、小人1,000円

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）　※利用状況により実施できない場合あり

松ぼっくりのオーナメント
作り

9/1(土)〜24(月・休)
10:00〜16:00
レクチャールーム

【内容】松ぼっくりに種差海岸の貝殻やビーズでデコレーション、イ
ンテリアにもなるオーナメント作り【参加費】200円
※利用状況により実施できない場合あり
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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　ＥEメールアドレス

マリエント（水産科学館）休10〜12　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

企
画
展

マリエント
ダンシング・ヒーロー

9/8（土）〜10/31（水）
3階　展示室

【内容】まるでダンスを踊っているような特徴のある生き物たちが
集合。「ヘコアユ HKU48」「クマノミ KMN60」「チンアナゴ CAG50」
No.1のダンシング・ヒーローはどのチームか!?

活スルメイカ展 展示予定
3階　展示室

【内容】八戸を代表する海の幸「スルメイカ」の普段は目にすることの
ない力強く泳ぐ姿を展示（海洋状況により変更する場合あり）

夜のマリエント「秋」

9/15（土）〜17（月・祝）
9/22（土）〜24（月・休）
17:00〜19:00
3階　展示室

【内容】展示室内を暗くし、水槽の照明による幻想的
な雰囲気の中、ランタン片手に探検。
ヨーヨー釣り体験あり（有料）

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

随時 ▷魚眼図▷アーチャーフィッシュで水鉄砲

毎週（日）（祝） ▷デンキウナギで「ハロウィン」ツリー①10:30〜②13:00〜③15:00〜
▷深海水圧実験①11:00〜②14:00〜　▷魚への餌付け＆じゃんけん大会12:00〜

★やって体験する（随時）
▷「ちきゅう」クイズにチャレンジしよう!▷しんかい6500に乗って深海へGO!VR（バーチャルリアリティー）体験
▷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

4階 安
あんどう

藤一
い ち じ

次氏
「生態写真展」

9/8（土）〜10/28（日） 【内容】青森県の野生生物に魅せられ40年以上にわたりその生態を追
い続けている青森自然誌研究会会員の安藤氏が撮影した写真を展示

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ　※詳細は、問い合わせるかホームページをご覧ください。
森と川の繋がり

「水道の役割大研究!」 9/1（土） 【内容】全長142km の馬淵川の源流、中流、河口を見学しながら、海
川、陸、そして私たちの暮らしのつながりと関わりについて学習

会員募集
①ジュニア②シニア

【内容】①実験や体験で、楽しく科学を学ぶ（月1回程度）。JAMSTECの科学者や探査船のパイロッ
トの講義（年2回程度）。②海洋・地球・自然科学や水産業などの分野で体験型学習を柱とした企画、
講座、研修会を開催（年2回程度）【年会費】①500円②1,000円※いずれも別途実費の場合あり

八戸公園 休3・10・18・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 定員など 申込方法
 園芸教室  要申込 　【場所】緑の相談所

壁掛けの寄植え 9/2（日）13:00〜16:00
【講師】河

かわむら

村雄
ゆ う た

大（園芸アドバイザー）【定員】30人
【教材費】1,500円【持ち物】手袋、エプロン、持ち帰

り用袋

9/1（土）までに
電話で

秋の山野草の育て方・管理 9/9（日）13:00〜16:00 【講師】赤
あかがわ

川泰
たいぞう

三（山野草アドバイザー）【定員】40人 電話で

キクの作り方
～奥州菊の秋の管理～ 9/23（日・祝）13:00〜16:00 【講師】工

く ど う

藤亮
りょうえつ

悦（八戸菊花会）【定員】40人 電話で

 緑の専門相談　【場所】緑の相談所※テーマについて、時間内に電話または来園にて個別に相談を受けます（12:00〜13:00除く）

庭木の剪定 9/2（日）10:00〜16:00 【講師】秋
あきやま

山芳
よしてる

輝（八戸造園建設業協会） 申込不要

花壇の手入れの方法 9/23（日・祝）10:00〜16:00 【講師】田
た な か

中町
ま ち こ

子（ガーデンコーディネーター） 申込不要

庭木の管理～冬囲い ほか～ 9/30（日）10:00〜16:00 【講師】久
く ぼ

保えみ子（八戸造園建設業協会） 申込不要

展示会「秋の山野草展」 9/15（土）〜17（月・祝）9:00〜17:00※17日は16:00まで【場所】緑の相談所

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休3・10・18・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・対象・定員など 申込方法
 サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

のりものらんど 9/2（日）9:45〜12:00 【内容】木の実や枝を使ってオリジナル乗り物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

敬老の日工作
「ホーホーふくろう」 9/16（日）9:45〜12:00 【内容】木の実を使ってふくろう作り

【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要
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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　ＥEメールアドレス

こどもはっち 休11　開9:30〜16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　はっち4階
※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・対象など 申込方法

不登校および
学習支援相談会

9/2・23の各(日)
14:00〜17:00
八戸ニューポート　3階

【内容】不登校、学習困難の子どもたち学習支援の
場。個別相談にも対応【対象】高校生まで 申込不要

はちのへおもちゃ病院 9/16(日)10:00〜12:00
5階　レジデンスA

【内容】壊れたおもちゃを原則無料で修理。1人1点
まで※部品交換など実費（50円〜300円）かかる場
合あり

申込不要

体験ワンダーランド  要申込 
9/16（日）10:00〜15:00
公会堂、南部会館

【内容】狂言、殺陣アクションなどを親子で体験する
ワークショップ【参加費】300円 電話で

ひきこもり家族交流会 9/16(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

八戸ポータルミュージアム はっち 休11　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・定員など 申込方法

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

9/12・26の各（水）
19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】市内で音楽活動しているパフォーマーたちによるさまざま
なジャンルの音楽ライブ

 和日カフェ～日本文化に親しむ日～
書道パフォーマンス
および書道展

9/16（日）10:00〜15:00
1階　はっちひろば、シアター1

【内容】高校生による書道パフォーマンス披露、講
習会、書道展 申込不要

秋もわくわく手しごと
体験

9/16（日）10:00〜16:00
1階　ギャラリー1

【内容】つまみ細工やお手玉のワークショップ
【参加費】700円〜1,000円 申込不要

お茶席 9/16（日）10:00〜16:00
4階　食のスタジオ

【内容】「宇治橋図屏風一双」をみながらお茶席とお
点前体験（お点前体験は定員15人）【参加費】300円 申込不要

能の体験  予約優先 
9/16（日）11:00〜14:00
3階　和のスタジオ

【内容】能面をつけて能の世界を体験
申Eメールで　Ｅkabu.imaibutai@gmail.com

はっちの一箱古本市 9/30（日）11:00〜16:00
マチニワ

【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。読み聞かせ会やトークイベントなど
本づくしの一日をお楽しみください。

「酔っ払いに愛を2018」
ボランティアスタッフ募集

「酔っ払いに愛を2018〜横丁オンリーユーシアター〜」を一緒に盛り上げてくれるスタッフを募集
【開催日】10/5（金）・6（土）【対象】18歳以上（高校生除く）で開催日のうち1日以上参加可能な人
【応募方法】9/15（土）までに応募用紙を、郵送（9/15消印有効）・FAX・Eメールまたは直接持参
【その他】活動費として1日1,000円支給します※詳細はチラシ・ホームページをご覧ください。

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（イベントなど開催時は開館）　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、不燃物などの持ち込み不可）

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

エコ玉ねぎ染め教室  要申込　 9/29（土）9:00〜12:00 【内容】玉ねぎの皮を使って布の染色【定員】10人
【持ち物】白布1枚（天然繊維素材のTシャツなど） 8/28（火）〜

開催日前日
までに電話で新聞紙バッグ作り教室  要申込　 9/30（日）10:00〜12:00 【内容】新聞紙を使ったバッグ作り【定員】5人

【持ち物】新聞紙2日分、30cm定規

「こどもはっち」休館のお知らせ

問�こどもはっちＴ22-5822　はっちＴ22-8228

はっち4階の子育てつどいの広場「こどもはっち」は、床の全面修繕工事のため休館となります。
皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願します。

はっち　5階レジデンスＢ
9/12(水)～30(日)

代替
場所

休館
期間 ※ 休館期間は、工事の進捗状況など

により変更となる場合があります。

9/11（火）〜10/9（火）
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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　ＥEメールアドレス

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（総合案内施設）　ＴＦ83‒2146
住南郷大字島守字外田山19

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

ピザ窯でピザを焼こう
  要申込 

9/9（日）
①10:00〜②11:30〜

【集合】総合案内施設

【内容】ピザを生地作りから挑戦、ピザ窯で焼いて
食べる【定員】各回30人【参加費】500円（昼食、保険
料含む）

9/6（木）まで
に電話で

市民の森音楽祭 9/16（日）10:00〜14:00
【集合】総合案内施設

【内容】市内で演奏活動する団体と観覧者との交流
をはかるための音楽会※出店あり 申込不要

山の楽
が っ こ う

校 休3・10・18・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 参加費 申込方法
布ぞうりの楽校  要申込　 9/9（日）9:00〜14:00 【参加費】2,800円 開催日の

2日前までに
電話で

彼岸団子の楽校  要申込　 9/16（日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
そば刈体験楽校  要申込　 9/30（日）9:00〜12:00 【参加費】500円

是
こ れ か わ

川縄文館 休10・18・25　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
特別展

「海をわたる縄文人
～津軽海峡文化圏の縄文～」

9/2（日）まで
【内容】北海道と青森県内の縄文遺跡から見つかった資料を中心に、

津軽海峡を越えた縄文人の交流と、育まれた文化を紹介
【観覧料】特別展期間中は、一般300円（20人以上の団体は180円）

ギャラリートーク 9/1（土）14:00〜 【内容】特別展のみどころを解説【講師】同館学芸員
※特別展料金必要 申込不要

日曜日縄文体験コーナー 9/2〜10/28の毎週（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、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
まがたま

玉作り
【参加費】100円〜1,000円※各体験は材料がなくな 

り次第終了、また受付終了時間が異なる

申込不要

縄文の布を編む講座
 要申込 

9/1（土）9:30〜15:00
【内容】布糸になるカラムシの繊維とりや布編みな

ど縄文人の布作りを体験【対象】小学4年生以上
【定員】10人【持ち物】ハサミ・昼食【参加費】200円

8/31（金）まで
に電話・FAX、

直接来館

シカの角でペンダント作り
教室  要申込 

9/15（土）9:30〜13:00
【内容】シカの角を自由に削って自分だけのペンダ

ント作り【対象】小学4年生以上【定員】30人
【持ち物】軍手【参加費】200円

9/14（金）まで
に電話・FAX、

直接来館

サポートスタッフ募集 【内容】教育普及のサポートスタッフ（縄文是川ボランティア）を募集
※詳細はお問い合わせください

今回は、「これかわ考古学クラブ」について紹介します。考古学ク
ラブメンバーは、小学4年生から中学生で、途中参加もできます。
遺跡に行ったり、遺物に実際に触れたりしながら考古学を学びます。
6月の第1回「是川の縄文を探検しよう」では、是川遺跡出土品の
見学のほか、遺跡へ出かけて6つの解説板を探しながらどんな遺
跡なのかを学びました。メンバーは、「解説がわかりやすくて、縄
文についてさらに興味がわいた」と語ってくれました。 見つけた解説板の内容を真剣にメモ

しています（クラブ第1回目より）

いのるん通信 第33回　めざせ!考古学者
普
段
、体
験
で
き
な

い
こ
と
も
、
企
画
し

て
る
る
ん
♪




