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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。

10月の

博物館 休9・15・22・29　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1　
※入館料あり　※10/6（土）は｢史跡根城まつり｣のため、入館無料です。

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法
国重要文化財指定記念特別展

「丹後平古墳群と蝦夷の世界」 10/6（土）〜11/4（日） ※詳しくは6ページをご覧ください

おとなの博物館クラブ
「染色講座」  要申込 

10/7（日）10:00〜12:00 【講師】天
あまない

内みどり【対象】高校生以上【定員】12人
【参加費】3,500円

9/20（木）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 

10/20（土）9:00〜12:00
※市公会堂前集合 【内容】城下町の名残を学芸員が解説しながら案内 9/20（木）〜10/4

（木）に電話で
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9・15・22・29　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
史跡根城まつり 10/6（土）9:00〜 当日は無料開放です。

鎧と小袖姿で記念撮影 10/27（土）・28（日）
各日9:00〜随時受け付け 【内容】年賀状や七五三の記念に記念撮影※着付け無料・入場料別途

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!

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9・15・22・29　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
企画展「南郷と戦争展」 10/6（土）〜翌年3/24（日） ※詳しくは7ページをご覧ください

南郷文化財めぐり  要申込 
10/12（金）9:00〜16:00

【集合時間・場所】
9:00に市庁玄関前

【内容】南郷地区の文化財や名所を見学（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

9/26（水)9:00
から電話で

是
こ れ か わ

川縄文館 休9・15・22・29　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「どうぶつと縄文人」 10/6（土）〜11/25（日） ※詳しくは8ページをご覧ください

これかわ考古学クラブ③
（全4回）  要申込 

10/6（土）10:00〜12:00 【内容】遺物の観察・計測【対象】小学5年生〜中学3
年生【定員】30人【持ち物】筆記用具（要別途保険料）

電話・FAX、
直接来館

日曜日縄文体験コーナー 10/7〜28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

縄文土器作り講座
 要申込 

①10/13（土）②20（土）
9:30〜12:00

【内容】材料準備から焼き上げまで土器作りの工程
を学ぶ①素地土作り②土器作り【対象】小学4年生
以上【定員】10人【持ち物】古タオル【参加費】600円

10/12（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
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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9・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

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【八戸市民大学講座（後期）関連図書 11月上旬まで】　【ノーベル賞の世界 10/10（水）〜30（火）】
【魔法の本 大集合! 10/10（水）〜30（火）】　【秋を探しにでかけよう 10/17（水）〜30（火）】

リサイクル本募集 【募集期間】10/1（月）〜15（月）【内容】不要になった本(漫画・雑誌・百科事典・汚損・破損本を除く)
をお持ちください。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 10/21（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

秋の読書週間企画展示 10/20（土）〜11/9（金） 【内容】祝・創立50周年!（一社）八戸市読書団体連合会活動紹介展
秋の読書週間に伴う貸出冊
数の変更 10/27（土）〜11/9（金） 【貸出対象】図書雑誌【貸出数】8冊※CDは貸出数の変更なし

秋の朗読会 10/28（日）14:00〜15:00 【内容】八戸市読書団体連合会による朗読会【定員】50人
「子どもの本研究会」

参加者募集   要申込 
10/4（木）10:00〜12:00 【内容】毎月開催される絵本や読み聞かせの勉強会

【定員】20人※初めて参加する人は、事前連絡必要
電話、

直接来館

第6回市史講座 10/27（土）10:00〜12:00
2階　集会室

【演題】近代の大衆文化【講師】滝
たきじり

尻善
よしひで

英（青森県文化
財保護協会）【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9・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・内容
おすすめ図書展示・貸出 【○○ミステリー 9/29（土）〜10/30（火）】　【読書の秋 9/29（土）〜11/29（木）】

雑誌のリサイクルフェア 10/27（土）10:00〜13:00
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27年出版分）を提
供。1人5冊まで【持ち物】本を持ち帰るための袋

ボードゲームで遊ぼう 10/27（土）14:00〜16:00
ユートリー2階 レストラン前

【内容】さまざまなボードゲームの紹介とゲーム実践
【対象】小学生以上※小学3年生以下は保護者同伴【定員】12人

南
な ん ご う

郷図書館 休9・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・対象 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【アンソロ集めました 9/29（土）〜10/30（火）】　【むかし いろいろ あったとさ 9/29（土）〜10/30（火）】
南郷図書館で
トリック・オア・トリート！ 10/1（月）〜30（火） 【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 

10/6（土）18:00〜20:00
【内容】夜の南郷図書館での本を通した交流会。普

段あまり本を読まない人も大歓迎
【対象】一般【定員】5人

電話、
直接来館

秋のおはなし会 10/21（日）11:00〜12:00 【内容】方言などを盛り込んだ地方色豊かなおはなし会
秋の読書週間　しおり作り 10/28（日）14:00〜16:00 【内容】自分だけのオリジナルのしおり作り

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

種差フェス'18 10/13（土）11:00〜21:00
※イベントにより異なる

【内容】当センターを拠点に、トレッキングやアウト
ドアクッキングなどの体験イベントや、周辺食堂・
民宿による当日限りのメニューで種差の食を楽しむ

申込不要

三陸復興国立公園5周年
記念

10/31（水）まで
当センター内  四つの壁

【内容】三陸復興国立公園指定5周年を記念し、同公
園の見どころや楽しみ方を紹介 申込不要

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

ハロウィンオーナメント
作り

10/6(土)〜31(水)
10:00〜16:00
レクチャールーム

【内容】種差海岸の貝殻や木の実などを使ったハロウィンのオリジ
ナルオーナメント作り【参加費】200円
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児童科学館（視聴覚センター）休1・9・15・22・29　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  有料 

「野の天文学者 前
まえはら

原寅
とらきち

吉の夢」
【日時】10/2（火）〜31（水）①10:00②11:00③13:30④15:00【一般】平日④、（土）
（日）（祝）①〜④ 【団体】平日①②③　※10/23（火）③は「熟睡プラ寝たリウム」

団体のみ
電話で

熟睡プラ寝たリウム  有料 10/23（火）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

10
月
13
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 新・はたらくくるまシリーズ　▷17:30〜 にっぽん郷愁鉄道

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】秋の星空（月、火星、土星 ほか）

10
月
27
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 ネコのミヌース　▷17:30〜 2億5000万年後の地球

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】星空散歩「秋の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】秋の星空（月、土星、アンドロメダ大銀河 ほか）

おたのしみ劇場
①10/7（日）②8（月・祝）
③14（日）④21（日）⑤28（日）
10:00〜11:00

①だるまちゃんととらのこちゃん ほか　②短編アニ
メ全集「人間動物園」 ほか　③短編アニメ全集「ふし
ぎなくすり」 ほか　④そばの花がさいた日  ほか　
⑤あしながおじさん ほか

申込不要

市立図書館「映像利用鑑賞会」10/3（水）13:30〜16:00 【内容】世界遺産を訪ねて【講師】大
お お く ぼ

久保和
かずとも

兼 申込不要

お宝映像上映会 10/23（火）14:45〜 【内容】京都の名刹 建仁寺・六波羅蜜寺 申込不要

映像利用学習会 10/27（土）13:00〜15:00 【内容】映画「シェーン」を語る【講師】熊
くまがい

谷拓
た く じ

治（映
画評論家）

申込不要

わくわくサイエンス  要申込 10/27（土）10:30〜12:00 【内容】パルプを使った紙つくり【講師】小
お だ

田幸
こ う じ

司〈三
菱製紙㈱〉【対象】小学生以上【定員】15人

電話・FAXまたは
Eメールで

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、スーパーボール、プラ
板キーホルダーなどの工作体験【参加費】200円以
内　※小学3年生以下は保護者同伴

申込不要

マリエント（水産科学館）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

企
画
展

マリエント
ダンシング・ヒーロー

10/31（水）まで
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!?

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」

10/28（日）まで 【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、問い合わせまたはホームページをご覧ください。
貿易港“八戸港”の役割
税関のお仕事大研究！ 10/13（土） 【内容】全国各地の空港や港で、輸出入品の審査・検査や、危険物の

持ち込みを監視し、安全を守っている「税関」について学ぶ

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
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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

八戸ブックセンター 休2・9・16・23・30　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

本のまち八戸ブックフェス 9/30(日）
【内容】恒例「一箱古本市」、製本ワークショップ、市内書店員トーク

イベント、絵本100冊の展示など、本にまつわるイベントを開催
※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。

ギャラリー展
「なんごうプレゼンテーション」

10/6（土）〜21（日）
ギャラリー

【内容】10/20（土）から開催する「なんごう小さな芸術祭」関連企画。
デザインのアプローチから、南郷の資源を発信する展示を行う。

ブックドリンクス 9/28、10/26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

 アカデミックトーク

ブルーノ・ムナーリをよむ
  要申込 

10/13（土）14:00〜16:00
【内容】盛

もりもと

本直
な お み

美（岩手県立美術館）が「ブルーノ・ム
ナーリ展」の図録を中心に展覧会の魅力を伝えるイ
ベント

電話・HPで

「世界が認めた日本の美」
を深く読む 10/28（日）14:00〜 【内容】小

お ぐ ら

倉学
まなぶ

（街かどミュージアム）が関連書籍と
ともに「世界が認めた日本の美」展を読み解く

申込不要

 本のまち読書会　 要申込 

naniyomu? 10/20（土）14:00〜 【内容】雑誌や新聞記事から、読みたい本を見つける会 電話・HPで
みんな大好き!
神秘の国エジプト 10/21（日）14:00〜 【内容】良く知らなくても面白いが、知る程にもっと

面白いエジプトをオススメ本を交えて紹介 電話・HPで

 マチを学ぶ、マチで学ぶ
【内容】弘前大学八戸サテライト、市立図書館、八戸ブックセンターの3館連携企画。異なる3つの 

視点から八戸の中心街を見つめ直す。【講師（全講座共通）】滝
たきじり

尻善
よしひで

英（青森県文化財保護協会）

記憶と記録～はちのへ“裏”
マチ歴史さんぽ～  要申込 

10/13（土）14:00〜
【内容】『新編八戸市史 民俗編』「第一章 第三節 マチ」

の場所を歩きながら、市史を執筆するうえで行った
取材、資料、調べ方などについて解説する。

電話・HPで

はちのへを彩ったエンター
テイメント  要申込 

10/17（水）15:00〜
弘前大学八戸サテライト

【内容】八戸の中心街にかつてあった娯楽の拠点「錦
座」について知る講座

電話・HPで
当センターへ

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

創作教室アートイズ「マチニワ
を 舞台 に♪手 づ く り 衣装 で
ファッションショー☆」  要申込 

10/21（日）10:00〜11:30
マチニワ

【内容】オリジナル衣装をつくろう【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ

（八学
短大）、沼

ぬ ま お

尾大
だいしん

伸（幼稚園教諭）【対象】3才〜小学4年
生とその保護者【定員】10組20人【参加費】1組500円

9/25（火)から
電話で

大人のためのアート教室
「小さな展覧会をつくろう～

美術でつむぐ物語」  要申込 

10/28（日）13:00〜15:30
Co部屋

【内容】アートカードを使ってあなただけの小さな
展覧会作りを体験【講師】当室学芸員

【対象】高校生以上【定員】10人【参加費】無料

9/25（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
エコ布ぞうり作り教室
 要申込　

10/20（土）9:00〜12:00 【内容】着古したTシャツで布ぞうり作り【定員】10人【持ち
物】Tシャツ4枚、裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30㎝定規 9/25（火）から

各開催日前日
に電話でチーズの空き箱でプレゼント

ボックス作り教室  要申込　 
10/27（土）9:00〜12:00 【定員】5人【持ち物】6ピースチーズの空き箱

山の楽
が っ こ う

校 休1・9・15・22・29　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
そば打ち体験楽校  要申込　 10/6（土）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の

2日前までに
電話で

田んぼの稲刈り楽校  要申込　 10/7（日）9:00〜12:00 【参加費】500円
布編みスリッパの楽校  要申込　 10/14（日）9:00〜15:00 【参加費】3,000円

新そばまつり 10/21（日）・28（日）
10:00〜15:00 【内容】食堂開設
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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9まで　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
※ 10/9（火）まで床の修繕のため休館となります。工事の進捗状況により変更となる場合

があります。

行事名 日時・場所 内容・対象など 申込方法
こどもはっちでキックオフ
 要申込 

10/14(日)9:00〜11:00
ダイハツスタジアム

【内容】ちびっこサッカー教室＆ミニミニサッカー
大会を開催 電話で

不登校および学習支援
相談会

10/14・28の各(日)
14:00〜17:00
フラワーエイトビル　3階

【内容】不登校や学習困難の小・中・高校生のための
学習支援の場※個別相談対応【対象】高校生まで 申込不要

「ピッコロ・サーカス」
ラストラーダカンパニー

10/20（土）11:00〜
マチニワ

【内容】3人の道化師（クラウン）によるハラハラド
キドキのサーカス芸を楽しもう 申込不要

こどもはっちオレンジデー
10/21(日)9:30〜12:30
4階　こどもはっち
※一般は13時から入場可

【内容】発達にばらつきがある、集団が苦手なお子
さんなどハンディキャップのあるお子さんと家族
のための特別開館日※要入館料

申込不要

はちのへおもちゃ病院 10/21(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

ひきこもり家族交流会 10/21(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

ばぶちゃんハロウィン
 要申込 

10/28(日)10:30〜12:00
1階　はっちひろば

【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
までとその保護者【定員】40組【参加費】1組300円

10/12（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】11/11(日)10:30〜13:00【場所】1階　はっちひろば【出店者】12組【出店料】500円
申10/15（月）〜17（水）に電話でこどもはっち※子ども服のおさがり品の無料提供者も募集

【結果通知】出店決定者へは10/18（木）に連絡※詳細はお問い合わせください

八戸ポータルミュージアム はっち 休9　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

八戸横丁月間
酔っ払いに愛を 2018

10/1（月）〜31（水）
中心街横丁　各所

【内容】10月は横丁の魅力が存分に味わえる八戸横丁月間。日本酒の
日にちなんだイベントやさんぽマイスター横丁特別編など関係団体
主催のイベントを開催※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
10/5（金）・6（土）18:00〜
中心街横丁の各店
路面スペース

【内容】八戸名物の「横丁」を劇場に見立て、ダンスや演劇などパ
フォーマンスを行う【チケット】1,500円（公演鑑賞券4枚＋1ドリン
ク引換券）、1公演鑑賞券500円（当日のみ）

10周年記念
横丁オンリーユーシアター
はっち公演

10/7（日）14:00〜
2階　シアター2

【内容】出演者全員参加のアフターイベント。パフォーマンスあり、トー
クあり、普段の横丁オンリーユーシアターとは一味違ったイベント
をお楽しみください。【チケット】前売り2,500円（当日3,000円）

ストリート投げ銭ライブ in
 はっち

10/10・24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～

こけだま作り体験  予約優先 
【日時】10/21（日）①10:00〜②11:00〜③13:00〜④14:00〜【場所】1階　はっちひろば
【内容】苔玉作り体験（ミニ盆栽などの販売有15:00まで）【定員】各回10人【参加費】1,000円
申電話またはEメールでＴ090-7068-2473（梅森）Ｅas03073217@gmail.com

さをり織りグループ
「わだち」作品展

【日時】①10/19（金）12:00〜18:00②20（土）10:00〜18:00③21（日）10:00〜17:00
【場所】1階　ギャラリー1【内容】さをり織作品の展示販売会および体験を実施 申込不要

振袖を着てみましょう 【日時】10/21（日）11:00〜15:00【場所】1階　シアター1【内容】さまざまな帯結
びや着方も紹介します。【参加費】800円（見学は無料） 申込不要

和の手しごと体験 【日時】10/21（日）10:00〜16:00【場所】1階　はっちコート付近【内容】背守りモチー
フのしおり、金継ぎ、和のステンドグラスワークショップを実施【参加費】500円〜 申込不要

お茶席 【日時】10/21（日）11:00〜15:00【場所】3階　和のスタジオ【内容】秋の実りをテー
マにしたお茶席を実施【参加費】300円 申込不要

秋の行楽弁当と和菓子作り
 予約優先 

【日時】10/21（日）①10:00〜13：00②13：30〜15:30【場所】4階　和のスタジオ【内容】①秋の行楽
弁当（6品）②お手軽和菓子（3品）【定員】各回8人【料金】①1,500円②1,000円
申電話またはEメールでＴ51-8527Ｅmela.rosa8@gmail.com
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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

6（土） 白銀南 Ｔ35-6810 13（土） 江　陽 Ｔ45-4571 27（土） 市　川※Ｔ52-2319
7（日） 吹　上 Ｔ43-2931 13（土）・14（日） 鮫　　 Ｔ33-1942 28（日） 瑞豊館 Ｔ23-2618
6（土）・7（日） 三八城 Ｔ45-2566 下　長 Ｔ28-8863 27（土）・28（日）小中野 Ｔ22-2877

根　岸 Ｔ20-4894 湊　　 Ｔ33-4411 白　銀 Ｔ33-1633
白山台 Ｔ38-9788 田面木 Ｔ27-3333 柏　崎 Ｔ43-9139
東 Ｔ25-2951 20（土）・21（日） 長　者 Ｔ45-4801 根　城 Ｔ44-6927

※芸能発表会開催

10
月

4（日） 館　 Ｔ27-5431
上長※ Ｔ23-3237
大館※ Ｔ25-3331

10（土）・11（日） 南郷 Ｔ82-3385
※芸能発表会開催

11
月

※ 市川公民館、上長公民館、是川公民館（2月予定）は、芸能発表会の
み開催します。

※詳しい時間などは、各地区公民館へお問い合わせください。

公民館講座などで地域の人たちが制作した作品の展示、地域団体に
よる手作り品の出店など、各種コーナーを設けています。
芸能発表会を開催する公民館もあります。

問社会教育課Ｔ43-9516

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

市民の森
秋の味覚ハイキング  要申込 

10/6（土）9:00〜13:00
【集合場所】山麓駐車場

【内容】きのこなど秋の味覚の解説を聞きながら遊
歩道散策。きのこ狩りを楽しみキャンプ場で秋の
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Ｔ43-9052

9/28（金）まで
に電話で

ロープを使って木登り体験
 要申込 

10/14（日）10:00〜13:00
【集合】総合案内施設

【内容】装具をつけて木登り体験【定員】50人
【参加費】500円（昼食、保険料含む）

10/11（木）まで
に電話で

そば打ち体験  要申込 
10/21（日）10:00〜13:00

【集合】総合案内施設
【内容】そば粉で手打ちそばづくり体験【定員】40人
【参加費】500円（昼食、保険料含む）

10/18（木）まで
に電話で

八戸公園 休1・9・15・22・29　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
展示会「秋のバラ展」 10/7（日）・8（月・祝）9:00〜17:00※8日は16:00まで【場所】緑の相談所
 園芸教室  要申込 　【場所】緑の相談所

樹木の手入れ～庭木の剪
定・移植・冬囲い～ 10/14（日）13:00〜16:00 【講師】柿

かきもと

本権
けんいち

一（八戸造園建設業協会）【定員】40人 電話で

ハロウィンのフラワー
アレンジメント 10/21（日）13:00〜16:00 【講師】千

ち ば

葉智
と も こ

子（フラワーサークルCOCO）【定員】20
人【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、持ち帰り用袋

10/19（金）まで
に電話で

第11回八戸公園四季写真展 10/8（月・祝）〜11/11（日）9:00〜16:00※最終日は15:00まで【場所】緑の相談所

縄文なべまつり 10/8（月・祝）10:00〜15:00 【内容】10:30〜ステージイベント開始、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）

縄文土器であそぼう  要申込 
10/14（日）10:00〜12:00
緑の相談所

【内容】縄文土器を使って、拓
た く ほ ん

本をとる
【講師】向

む か い や ち

谷地芳
よ し ひ さ

久【定員】40人 電話で

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休1・9・15・22・29　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）

どんぐり村の秋まつり 10/14（日）9:45〜12:00 【内容】木の実や枝を使ってどんぐりの置き物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

ハロウィン工作 
おばけは見ている… 10/21（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルでおばけの壁掛け作り

【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

地区公民館まつり30年度


