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博物館 休12・19・26　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 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」 11/4（日）まで 丹後平古墳群の出土品を一堂に会し、最新の調査研究成果から「蝦
夷の世界」を考えます。

体験教室「勾玉のペンダン
トをつくろう!」   要申込 

11/3（土・祝）
①10:00〜②14:00〜

【対象】小学生以上（小学生以下は保護者同伴）
【定員】20人【参加費】300円（材料代）

前日までに
電話で

ギャラリートーク 11/4（日）14:00〜 【内容】特別展のみどころを解説※入館料必要 申込不要
博物館クラブ

「つるの編み方～“編む”って
いつから？～」  要申込 

11/17（土）9:00〜12:00 【対象】小・中学生（小学生以下は保護者同伴）
【定員】10組

10/20（土）から
電話で

市民講座「八戸三社大祭に
ついて」  要申込 

11/24（土）13:30〜 【講師】工
く ど う

藤竹
たけひさ

久（前博物館長）【対象】一般
【定員】60人

電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは当館へ

⃝ 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。

11月の

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休12・19・26　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

鎧と小袖姿で記念撮影 11/3・4・10・11の各（土）（日）
10:00〜15:00 随時受付

【内容】年賀状や七五三の記念に写真撮影はいかがですか。
※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!　※団体の場合は事前に要相談

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

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12・19・26　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」 31年3/24（日）まで 当館収蔵の戦争資料や、南郷地区に残る忠魂碑などから戦時下の
様子を紹介します。

南郷一周めぐり  要申込 
11/1（木）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紅葉に染まった名所を
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

10/24（水)
9:00から

電話で

11/3（土・祝）は入館料無料

11/3（土・祝）は入場料無料

11/3（土・祝）は入館料無料

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・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・食器棚・ベッド・ソファ ほか）【対
象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】11/3（土・祝）〜11（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記入し提出※電話申し込み、代理申し込み不可。1人
2品までで同一品は不可。申し込みは16時まで【公開抽選】11/14（水）14:00【当選通知】当選者の
みはがきで通知【引取期間】11/17（土）〜25（日）※運搬は当選者が行うこと

●投票期間 11/1（木）〜30（金）
●投票資格 市内に在住、通勤または通学している人
●投票方法  市庁本館・別館案内、南郷事務所、各公民館・

市民サービスセンター、はっち、八戸ブックセ
ンターで配布しているチラシをご覧ください。
※市ホームページからダウンロード可

市民投票

問総務課Ｔ43－2125
ホ市ホームページ内で「八戸市市制施行90周年」を検索



31　平成30年（2018）11月号　広報はちのへ

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5・26・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】　
【大活字本〜大きな文字の本〜 11/1（木）〜20（火）】　【おもしろ知識絵本 11/6（火）〜29（木）】
【大人もこどもも作っちゃおう 11/10（土）〜29（木）】　【心にしみる本 11/21（水）〜12/11（火）】

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

11/8（木）10:00〜12:00
※毎月第2（木）開催

【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

図書情報センター 休5・26・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・内容 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【読書の秋 11/29（木）まで】　【秋大集合！ 11/1（木）〜29（木）】
秋の読書週間

「汚破損本の展示」 10/22（月）〜11/11（日） 【内容】汚れてしまったり、切り取られたりして、貸し出しできなく
なった本を展示

秋の読書会 11/3（土・祝）18:15〜19:00 【内容】閉館後に、各自が持ち寄ったおすすめ本を紹
介し合う交流会【持ち物】おすすめしたい本（1〜2冊） 申込不要

南
な ん ご う

郷図書館 休5・26・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・対象 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【物語で世界一周 11/1（木）〜29（木）】　【働く 11/1（木）〜29（木）】
第20回 NAN号てんもん教室
 要申込 

11/3（土・祝）18:00〜20:00
駐車場

【内容】講師を招いてこの時期に見られる星座の紹
介と星の観察を行う。※雨天時は屋内で講座など

前日までに
電話、直接来館

本と雑誌のリサイクル
11/10（土）10:00〜15:00
南郷産業文化まつり会場内
南郷図書館コーナー

【内容】「南郷産業文化まつり」期間中、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

八戸ブックセンター 休6・13・20・27　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

“フーテンのトヨさん”が
八戸にやってくる!

11/3（土・祝）
15:00〜18:00

【内容】豊
と よ ざ き

﨑由
ゆ み

美（書評家）が自ら選んだ海外文学や
日本文学の魅力を、皆さんに直接伝えながら販売
するイベント

申込不要

ブックドリンクス 10/26、11/30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

ギャラリー展
「紙から本ができるまで展

2018（仮）」
10/27（土）〜31年1/27（日）

【内容】八戸で作られた紙から、本ができるまでの過
程を紹介する展示。今回は八戸出身の詩人・村

むら

次
じ ろ う

郎 
を取り上げ、管

すが

啓
け い じ ろ う

次郎（詩人・比較文学者）が新たに 
選定をした詩集の、制作過程を追う。また、村次郎
の遺品なども展示。

申込不要

平成30年度三八地区高等学
校図書委員研修会

11/5（月）13:00〜16:00
はっち1階　シアター1

【内容】三八地区の高校の図書委員会の生徒を対象と
した研修会。当センタースタッフによるワークショッ
プなどを開催する。

申込不要
（一般者の観覧可）

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
Ｔ45‒8338Ｆ24‒4531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
「旅するムサビ in 八戸」

パネル展示
11/12（月）〜12/26（水）
10:00〜17:00　Co部屋 【内容】8月に開催した「旅するムサビ in 八戸」を紹介するパネル展示

写真のまち八戸ワークショップ
「コベヤ写真部＠学生編」

  要申込 

11/18（日）13:30〜16:00
はっち　ギャラリー3

【内容】デジタルカメラの技術を学ぶ「超初心者」の
ための講座【講師】山

やまもと

本貴
た か し

士（フォトグラファー）
【対象】中学生〜高校生【定員】6人【参加費】100円

10/22（月)から
電話で

写真のまち八戸トーク
「芸術としてみる写真～写真

家の視点から」  要申込 

11/24（土）15:00〜17:00
八戸ブックセンター

【内容】芸術として優れた写真とは何かについて鑑
賞ポイントを語るトークイベント【講師】米

よ な い

内安
あ き

芸 
（フォトグラファー）【対象】小学生以上【定員】10人

10/22（月)から
電話で
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児童科学館（視聴覚センター）休5・12・19・26　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・場所 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】11/1（木）〜25（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）①〜④ 【団体】平日①②③

団体のみ
電話で

熟睡プラ寝たリウム  有料 
11/23（金・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】高校生以上推奨 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

11
月
10
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 走れ！ゆかいな鉄道＆世界の超特急　▷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 17:00〜18:45 【内容】晩秋の星空（月、火星、アンドロメダ大銀河）

11
月
24
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 こねこ　▷17:30〜 科学鑑定「美しき姫君」はダ・ヴィンチの真作か

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 17:00〜18:45 【内容】晩秋の星空（月、火星、アンドロメダ大銀河）

おたのしみ劇場

①11/3（土・祝）②4（日）
③11（日）④18（日）
⑤23（金・祝）⑥25（日）
10:00〜11:00

①小さい魔女 ほか　②列車大集合「新幹線」ほか
③イソップ物語「北風と太陽」 ほか　④イソップ物
語「うそつきの羊飼い」  ほか　⑤イソップ物語「金
の卵を産むニワトリ」 ほか　⑥くじらぐも ほか

申込不要

市立図書館「映像利用鑑賞会」11/28（水）13:30〜16:00 【内容】世界遺産を訪ねて〜カンボジア編〜【定員】30人 申込不要
お宝映像上映会 11/23（金・祝）14:45〜 【内容】日本の仏像百選2　悟りと癒しのほとけ 申込不要

わくわくサイエンス  要申込 
11/25（日）10:00〜16:00
ラピア

【内容】科学で遊ぼう in ラピア。約10ブースが出展
し、工作、実験を体験する。

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

マリエントコレクション
2018

「クラゲギャラリー展」

11/10（土）〜
12/25（火）
3階　展示室

【内容】サンタのような配色のエビ、クリスマスを盛り上げるカラ
フルでかわいらしい生き物、粉雪のようにふわふわ・ゆらゆら舞う
クラゲたちなど、ドレスアップしてランウェイを歩くような、華や
かで派手な魚たちのにぎやかな雰囲気の展示をご覧ください。

サケ成長日記2018 11月上旬〜
3階　展示室

【内容】新井田川漁業協同組合提供のサケの受精卵の孵
ふ か

化から放流
するまで、成長する様子を展示・紹介します。

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「クリスマス」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
八戸工業大学
第二高等学校
美術コース秀作展

11/2（金）〜26（月） 【内容】卒業制作を中心に、歴代の優秀作品など、多彩な表現で魅了
する素晴らしい作品の数々を展示

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。
海洋研究開発機構研究成
果・活動報告会2018＠八戸

11/11（日）13:15〜16:35
マチニワ ※詳しくは16ページをご覧ください

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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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・定員・対象・申込方法など

市民英会話教室①
 要申込 

11/8（木）・9（金）
各日　前半18:00〜19:00
　　　後半19:10〜20:00

【内容】▷上級 : 自由会話・ディべート▷中級 : 英検3級程度（中学卒
業程度）の内容や表現▷初級 : 簡単な日常会話や単語の学習【対象】
高校生以上（小・中学生は保護者同伴または送迎で可）【講師】外国
語指導助手（ALT）【申込方法】10/26（金）（必着）までに、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、住所、電話（FAX) 番号・E メールアドレス ( お持
ちの人）、希望日（1日のみ、前半・後半の選択可）を明記し、はがき、
FAXまたはEメールで教育指導課住〒031-8686内丸一丁目1-1
Ｔ43‒9519Ｆ47‒4997Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp

市民パソコン教室② 
 要申込 

11/8（木）・9（金）
13:30〜16:30

（受付時間13:15〜）

【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】11/1

（木）（必着）までに、氏名（ふりがな）・性別・住所・電話（FAX）番号・Eメー
ルアドレス（お持ちの方）、「市民パソコン教室②受講希望」を明記し、
はがき・FAX・Eメールで総合教育センター※応募多数の場合は抽選

市民教育公開講座②
 要申込 

11/17（土）13:30〜16:00
（受付時間13:00〜）

【演題】元気な体と心づくり〜小児科医からのメッセージ〜
【講師】横

よこやま

山浩
ひろゆき

之（福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援
センター）【定員】100人【申込方法】11/6（火）（必着）までに、氏名、 
住所、電話（FAX）番号、「教育公開講座受講希望」を明記し、はがき・
FAX・Eメールで総合教育センター
※定員を超えた場合、受講できない人へ電話連絡します。

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休5・12・19・26　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）

紅葉アート 11/4（日）9:45〜12:00 【内容】もみじを使って壁飾り作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

どんぐりくんの
メモスタンド 11/18（日）9:45〜12:00 【内容】木の実を使ってメモスタンド作り

【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

八戸公園 休5・12・19・26　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
「こどもの国 遊園地」

冬季休業 【休業期間】11/5（月）〜31年3/31（日）　※「三八五・こども館」「八戸植物公園」は通年で利用可

 園芸教室  要申込 　【場所】緑の相談所

ツルバラの剪定と誘引 11/11（日）13:00〜16:00 【講師】久
く ぼ

保芳
よ し 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お願いします。

電話で

木の実で作るクリスマス
リース 11/25（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】30
人【教材費】1,500円【持ち物】花ばさみ、持ち帰り用袋

11/23（金・祝）
までに電話で

山の楽
が っ こ う

校 休5・12・19・26　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・参加費 申込方法
紅葉の青葉湖ウォーク 11/4(日) ※詳しくは15ページをご覧ください
山の楽校文化祭

（クラフトフェア）
11/10（土）9:00〜17:00
11/11（日）9:00〜16:00 【内容】県内外の作家によるクラフトフェアを開催

そばの脱穀の楽校  要申込 11/17（土）9:00〜12:00 【参加費】500円

開催日の
2日前までに

電話で

そば打ち体験楽校  要申込 11/17（土）9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円
米の脱穀の楽校  要申込 11/18（日）9:00〜12:00 【参加費】500円
エコクラフトの楽校  要申込 11/18（日）9:00〜12:00 【参加費】2,000円〜2,500円
干し柿体験楽校  要申込 11/23（金・祝）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
そば粉石臼挽・そば打ち
体験楽校  要申込 

11/24（土）9:00〜12:00 【参加費】1,500円

座敷ほうきの楽校  要申込 11/25（日）9:00〜15:00 【参加費】2,500円
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こどもはっち 休13・22・26　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
和太鼓ワークショップ

「たいこでドン！」
11/3(土・祝)13:30〜14:30
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
で和太鼓をたたいてみましょう。 申込不要

不登校および学習支援
相談会

11/4・18の各(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・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

こどもはっち絵画展
11/7（水）〜11(日)
9:00〜21:00
1階　ギャラリー1

【内容】9/9（日）開催「親子水彩画教室」で製作した
作品を展示
※7日（水）は10:00から、11日(日)は17:00まで

申込不要

人形劇団ひぽぽたあむ公演 11/10(土)11:00〜12:00
5階　共同スタジオ 【演目】かえるくん・かえるくん※赤ちゃんから入場可 申込不要

はちのへおもちゃ病院 11/11(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※部品交換など実費（50円〜300円）かかる場
合あり

申込不要

秋冬物のおさがり
掘り出し市

11/11(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
※子ども用のおさがり品や使わなくなったタオル・バスタオルの無
料提供を募集中〈募集期間11/7(水)まで〉

ひきこもり家族交流会 11/11(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

はっち市企画
こども商店街

11/23(金・祝)12:00〜
11/24(土）・25(日)10:00〜

【内容】たこやき屋さんなどのお店体験ができる「こ
ども商店街」が登場※入場料別途 申込不要

八戸ポータルミュージアム はっち 休13・22・26　開9:00~21:00（21日水17:00まで）　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

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

11/14・28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

はっち市 2018 11/23（金・祝）〜25（日） ※詳しくは12ページをご覧ください。

38 FUUD FOOD MARCHE

11/3（土・祝）11:00〜16:00
18:00〜21:00

11/4（日）11:00〜16:00
マチニワ

【内容】八戸圏域連携中枢都市圏の生産者による「マルシェ」と、地
元料理家による一夜限りの「ダイニング」を開催します。新たな地
産地消の楽しみを体験してください。

平成31年度冬のイベント
企画実施者(団体)募集

【内容】31年11/29(金)〜12/25(水)の期間で、「クリスマス」や「冬」をテーマとした、誰もが「見
る・聞く・体験できる」企画を募集【使用会場】▷1階:はっちひろば、シアター1、ギャラリー1▷2階:
ギャラリー2▷3階:ギャラリー3【施設使用料】企画実施者(団体)決定後納入期限日までに、有料
備品使用の場合は、企画実施最終日に納入【募集期間】11/20(火)〜12/30(日)（18時までに必着）

冬のマチニワ活用事業補助
金対象事業募集

【内容】冬のマチニワを使用して実施する事業に補助金を交付します。【補助金】上限25万円
【対象】31年1/1（火・祝）〜3/31（日）の期間で、マチニワを使用して実施する事業・イベントなど
【募集期間】11/1（木）〜30（金）（必着）

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

企画展
「たねさし・はしかみクイズ」 11/1（木）〜30(金)

【内容】種差や階上にちなんだ貝殻や木の実などの
名前、地元でよく使われている方言などのクイズ
に答えて、種差海岸や階上町を楽しく学ぶ。

申込不要

ぷらっとプログラム【場所】レクチャールーム  ※利用状況により実施できない場合あり

木の枝キーホルダー作り 11/3(土・祝)〜25(日)
10:00〜16:00

【内容】木の枝に貝殻やビーズなどを飾りつけるオリ
ジナルキーホルダー作り【参加費】200円 申込不要

クリスマスオーナメント
作り

11/17(土)〜30(金)
10:00〜16:00

【内容】ツリーの形をしたフェルトや自然物などを使っ
たクリスマスオーナメント作り【参加費】200円 申込不要



35　平成30年（2018）11月号　広報はちのへ

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

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変
更あり）※雨天中止

もみじ狩りとネイチャー
ゲーム（自然と遊ぶ）
 要申込 

11/3（土・祝）10:00～13:00
※小雨決行
【集合】総合案内施設

【内容】秋の遊歩道を散策し紅葉鑑賞とネイチャー
ゲームを楽しむ【定員】50人【参加費】500円（昼食、
保険料含む）※寒くない服装で

11/1（木）まで
に電話で

ティータイムコンサート
 要申込 

11/11（日）13:30～14:30
【集合】総合案内施設

【内容】薪ストーブを囲んで、午後のひと時を軽音楽
と温かい飲み物で楽しむ【定員】50人【参加費】500円

11/8（木）まで
に電話で

いのるん通信 第34回　縄文の布を編
あ
んでみたよ！

今回は「縄文の布を編む講座」を紹介します。この講座では、縄文
人も使ったカラムシという植物から糸をつくり、縄文の布とそっ
くりな「越後アンギン(編布)」を参考に、布を編んでいきます。
講座に参加した子どもたちは、「縄文人の布って見た目はむずかし
そうだけど、編んでみると簡単だった!」と楽しく学んでくれました。
※日曜日縄文体験コーナーでも縄文の布を編むことができます。

是
こ れ か わ

川縄文館 休12・19・26　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」11/25（日）まで 縄文人が利用した動物の骨や角などでつくられた道具、動物がデ
ザインされた土製品などから、縄文人と動物のかかわりを紹介

ギャラリートーク
11/3・10・17・24の各（土）
14:00～15:00
10日のみ10:00～11:00

【内容】秋季企画展のみどころを解説【講師】当館学
芸員※観覧料必要 申込不要

平成30年度遺跡調査報告会 11/10（土）14:00～16:00
【内容】今年度、発掘調査が行われた市内の遺跡の
調査結果を報告（予定:新田城、雷遺跡、石橋遺跡、
八戸城跡など）※出土品展示は13:00～16:30

申込不要

冬季日曜日縄文体験
コーナー

11/4～25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
※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

ドングリで縄文クッキング
 要申込 11/17（土）9:30～12:00

【内容】縄文人が食料としたドングリを使って、クッキー
やすいとん汁などの料理を作る【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

11/16（金）
までに電話・
FAX、直接来館

縄文土器作り講座③ 11/24（土）9:30～15:00
※雨天の場合延期

【内容】材料準備から焼き上げまで土器作りの工程
を学ぶ【対象】縄文土器作り講座①・②受講者など 申込不要

第3回是川縄文の里俳句
大会作品募集！

【内容】是川遺跡や土器・土偶などの出土品、是川地域の自然や農村景観などの冬を詠んだ句を募集
【対象など】▷学生の部:小学生～高校生で1人1句まで▷一般の部:大学生以上で1人2句まで
【応募方法】31年1/10（木）までに一般の部は82円切手を添えて（※学生の部は切手不要）、郵送
（1/10消印有効）・FAX・直接持参【その他】各部5位までの入賞者は31年2/10(日)表彰予定
モト八戸縄文保存協会事務局（是川縄文館内）

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

11/3（土・祝）は入館料無料

み
ん
な
夢
中
に
な
っ
て

縄
文
の
布
を
編
ん
で

い
た
る
ん
♪

11/3（土・祝）の文化の日は、入館（場）料が無料です
対象となる施設は

博物館 史跡根城の広場 是川縄文館南郷歴史民俗資料館




