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博物館 休15・21・23・28　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 内容・定員など 申込方法
秋季特別展「クマと生きる－資料でたどる人と熊－」  【会期】10/5（土）〜11/17（日）
ギャラリートーク 10/5（土）14:00〜

※詳しくは7ページをご覧ください。

体験講座「粘土でクマをつ
くってみよう」   要申込 

10/12（土）①10:00②14:00

体験講座「クマの教室」
 要申込 

10/20（日）①10:00②14:00

特別展講演会   要申込 10/26（土）13:30〜

おとなの博物館クラブ
「染色講座」紅花と紫根  要申込  

10/6（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
【材料費】3,500円

9/20（金）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 

10/19（土）9:00〜12:00 【講師】同館学芸員【対象】親子・一般【定員】15人 10/4（金）まで
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15・21・23・28　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 内容・定員など 申込方法
鎧と小袖姿で記念撮影 10/26（土）・27（日） 【内容】中世の衣装で記念撮影※着付け無料、要入場料 申込不要
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（デコ）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15・21・23・28　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

南郷文化財めぐり  要申込 10/12（土）9:00〜16:00
【内容】南郷地区の文化財や施設を見学※マイクロ

バス移動、動きやすい服装で【定員】24人【持ち物】
昼食

9/25（水）9:00
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）　※10/6（日）は停電作業のため
臨時休館となります。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

新聞紙かご作り教室  要申込　 10/19（土）9:00〜12:00 【内容】新聞紙を使ってかご作り【定員】5人【持ち物】
新聞紙2日分、30cm定規

9/24（火）から
各開催日の前日
までに電話で

新聞紙バッグ作り教室  要申込　 10/20（日）10:00〜12:00 【内容】新聞紙を使ってバッグ作り【定員】5人
【持ち物】新聞紙2日分、30cm定規

エコ布ぞうり作り教室  要申込　 10/27（日）9:00〜12:00
【内容】着古したTシャツを使って布ぞうり作り
【定員】5人【持ち物】大きめの着古したTシャツ4枚、

裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30cm定規

木彫熊

 

無
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史
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中世の衣装も体験できるよ!

５
日（
土
）

   
６
日（
日
）

10
月

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
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市立図書館 休15・23・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 内容・定員など 申込方法
秋の読書週間行事

企画展示「作家・三浦哲郎」 10/24(木）〜11/10（日） 【内容】三浦哲郎の著書や昨年度寄贈された手紙、はがきを展示

秋の朗読会
「三浦文学を楽しむ」 10/27(日）13:30〜15:30

【内容】朗読奉仕グループ「やまびこの会」による朗読 
と森

もりばやし

林康
やすし

（三浦哲郎文学顕彰協議会 )による作品の
解説。宮

みや

忠
ただし

（三浦哲郎文学顕彰協議会）による三浦哲 
郎資料（1階ホールに展示）の解説【定員】50人

申込不要

秋の読書週間に伴う図書・
雑誌の貸出冊数の変更 10/27（日）〜11/9（土） 【貸出対象】図書・雑誌【貸出数】8冊（CD・DVDは貸出数の変更なし。）

※図書情報センター、南郷図書館と3館同時実施

おすすめ図書展示・貸出 【もっと知りたい!ノーベル賞 10/1（火）〜30（水）】　【ハッピーハロウィン! 10/16（水）〜30（水）】
【八戸市民大学講座（後期）関連図書展示 〜11/4（月・休）まで】

第6回　市史講座 10/5(土）10:00〜12:00
【演題】神田重雄市長と八戸市制施行
【講師】宮

みやもと

本利
としゆき

行（県立八戸北高等学校）【定員】50人
申込不要

南
な ん ご う

郷図書館 休15・23・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・定員など 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【文庫・新書特集 10/1(火)〜30（水）】　【オビコレ de コレカリ 10/1(火)〜30（水）】
八戸ブックセンターで週末
読書の集い  要申込 

10/12（土）18:00〜19:30
八戸ブックセンター

【内容】おすすめ本を交えた自己紹介や本を使ったゲー
ムなど本を通した交流体験【対象】一般【定員】5人

電話または
直接来館

秋のおはなし会 10/20（日）11:00〜12:00 【内容】季節のおはなし会 申込不要

図書情報センター 休15・23・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・定員など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【日本 10/1（火）〜30（水）】　【ヒーローになりたい!プリンセスになりたい! 10/1（火）〜11/24（日）】
【図書館交換展示『苫小牧市』9/21（土）〜10/30（水）】

雑誌のリサイクルフェア 10/26（土）10:00〜14:00
上長公民館

【内容】同センターで保管期限が過ぎた雑誌（平成28年出版分）を提
供。1人5冊まで【持ち物】雑誌を持ち帰るための袋

野菜づくり講習会 10/27（日）10:30〜12:00
上長公民館

【内容】野菜づくりのコツと裏ワザについてのDVD
上映と講師による講演【定員】20人 申込不要

是
こ れ か わ

川縄文館 休15･21･23･28　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392　住是川字横山1 ※観覧料あり 

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法
企画展「山のいとなみ」  【会期】10/5（土）〜11/24（日）

ギャラリートーク 10/5〜26の各（土）
14:00〜15:00 ※詳しくは6ページをご覧ください。

考古学講座  要申込 11/2（土）14:00〜16:00

これかわ考古学クラブ④
（全6回）  要申込 

10/12（土）10:00〜12:00
【内容】遺物を調べる（注記・撮影）【講師】同館学芸員
【対象】小学5年〜中学3年生【定員】30人【持ち物】筆

記用具

電話・FAX、
直接来館

日曜日縄文体験コーナー
 要申込 

10/6〜27の各（日）
9:30〜16:00

【内容】火起こし、縄文土器・土偶作り、土器の文様 
拓本、編

あんぎん

布編み、琥珀・滑石の勾
まがたま

玉作りなど
【料金】100円〜1,000円※材料がなくなり次第終了

電話・FAX、
直接来館

縄文土器作り講座  要申込 
①10/19(土)②10/26（土）
9:30〜12:00

【内容】①土器の材料準備と素地土作り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

10/18（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。
合掌土偶の貸出期間中は
複製品などを展示します

【展覧会名】国宝 土偶展【場所】長野県立歴史館【展示期間】10/26〜11/10【貸出期間】10月〜11月
※ 貸出期間中に同館を有料観覧した人には、貸出期間終了後に使用できる同館の特別招待券を配布

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
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八戸ブックセンター 休1・8・15・23・29※10/22（火・祝）は開館　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218　
住六日町16-2 Garden Terrace 1階　ホ8book.jp

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

本のまち読書会「2019上半期
アニメをふりかえる」  要申込 

9/28（土）14:00〜
【内容】今年上半期と、これから期待するアニメ作品

について語り合う【持ち物】おすすめアニメの原作、
ガイドブックなどの関連本※ワンドリンク制

電話、HPで

ブックドリンクス 9/27、10/25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※ワンドリンク制 申込不要

ギャラリー展「紙から本が
できるまで展2019」 〜11/4（月・休）まで 【内容】八戸出身の写真家、故・中

な か い

居裕
ひろやす

恭の写真集を
刊行し、その本ができあがるまでの過程を展示

申込不要

故・中
な か い

居裕
ひろやす

恭主宰ギャラリー
「北点」特別開放記念トー

クイベント  要申込 

10/13（日）14:00〜
ギャラリー「北点」

（内丸1丁目6-24 Ｎビル2F）

【内容】中居裕恭が主宰していたギャラリーを特別 
に開放してトークイベント【ゲスト】町

まちぐち

口覚
さとし

 ほか
電話、HPで

ヒストリーカフェ
「歴史の小ネタ高座」 

10/2・9・16・30の各（水）
18:00〜19:00

【内容】古
ふ る だ て

舘光
こ う じ

治（歴史楽者）による八戸地域の歴史
を気軽に楽しんでもらう短時間講座

申込不要

八戸人の必読書『かたづの!』
と根城の女大名清

せ い し ん に

心尼 10/6（日）14:00〜 【ゲスト】中
なかじま

島京
きょうこ

子（作家）【利き手】 梯
かけはし

 久
く み こ

美子（ノンフィクション作家）
※詳しくは3ページをご覧ください

【アカデミックトーク】ワンドリンク制　※テキストは会場配布、事前予習向けに申し込み時に購入可
ババールで学ぶフランス語

（初級編）  要申込 
10/20(日)13:30〜16:00 【内容】原書のフレーズからフランス語を学ぶ

初級テキスト『おうさまババール』（原書）
中級テキスト『なぞのユニコーン号』（原書）

【講師】吉
よ し だ

田オレリー(英語・フランス語講師)

電話、HPで
タンタンで学ぶフランス語

（中級編）  要申込 
10/26 (土)13:30〜16:00

星
ほ し の

野 保
たもつ

氏「菌は語る」刊行記
念トークイベント  要申込 

10/19（土）14:00〜16:00 【内容】「菌は語る」の刊行記念として星野保（八戸工
業大学）が「菌類」とは何かを解説※ワンドリンク制 電話、HPで

街かどミュージアム 広重・国芳・
国貞の街道絵 解説  要申込 

10/27（日）14:00〜16:00
【内容】街かどミュージアムで開催中の同展覧会に

ついて小
お

倉
ぐら

学
まなぶ

（同館館長）が解説※ワンドリンク制
電話、HPで

八戸公園 休7・15・21・28　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・定員など 申込方法
秋のバラ展 【期間】10/13（日）･14（月・祝）9:00〜17:00　※14日は16:00まで【場所】緑の相談所 展示室
第12回八戸公園四季写真展 【期間】10/14(月・祝)〜11/17（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 10/14（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）

 園芸教室  要申込 　【場所】緑の相談所 研修室　※キャンセルの場合は連絡が必要です。
樹木の手入れ～庭木の剪
定・移植・冬囲い～ 10/20（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
（当日受付可）

親子で作るハロウィンの
フラワーアレンジメント 10/27（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、持ち帰り用の袋

10/25（金）
までに電話で

秋のアート教室  要申込 10/20（日）9:00〜12:00 【内容】八戸公園の秋の風景を描く【講師】庭
に わ た

田薫
かおる

（画家）
【定員】20人【持ち物】画材（絵の具、クレパスなど）

電話で
（当日受付可）

親子草木染教室  要申込 10/26（土）10:00〜12:00 【内容】八戸公園の草木で染物体験【定員】20人

南部むらさき教室
「たのしい石鹸作り」  要申込 

10/27（日）10:00〜12:00
【内容】南部むらさきエキスを使って石鹸作り【講師】

向
む か い や ち

谷地芳
よしひさ

久（南部紫の会）【定員】20人【教材費】500円
10/26（土）

までに電話で

八戸公園内 三八五・こども館 休7・15・21・28　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 10/6（日）9:45〜12:00 【内容】木の枝を使って乗り物作り
【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 申込不要

ハロウィン工作
「おばけは見ている・・・」 10/27（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルを使って壁掛け作り

【対象】小学生以下【定員】30人（当日受付・先着順） 申込不要

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
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八戸ポータルミュージアム はっち 休8　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
八戸横丁月間
酔っ払いに愛を2019

10/1（火）〜31（木）
中心街横丁各所

【内容】10月は日本酒のイベントやさんぽマイスター横丁特別編な
どのイベントを開催。詳しくはホームページをご覧ください。

酔っ払いに愛を2019
横丁オンリーユーシアター

10/4・5・11・12の各（金）（土）
18:00〜
中心街横丁、路面スペース

【内容】八戸名物の「横丁」を劇場に見立て、ダンスや演劇などのパ
フォーマンスを行う【チケット】1,500円（公演鑑賞券3枚＋1ドリン
ク引換券）、ワンコイン鑑賞券500円（当日のみ）

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

10/9・23の各（水）
19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】市内外で音楽活動しているパフォーマーによるさまざまな
ジャンルの音楽ライブ

和日カフェ　～日本文化に親しむ日～【申込不要】

さをり織りグループ
「わだち」作品展

10/20（日）10:00〜17:00
1階　ギャラリー1

【内容】①さをり織り作品展示と販売②好きな糸を選んで布にして
さをり織り体験、コースターなどを制作【対象】②小学生以上【料金】
②1,500円〜

透けて光るお手玉づくり
と蓮の古布細工

10/20（日）10:00〜16:00
1階　シアター1

【内容】①和ハロウィンな光るスケルトンお手玉づくり②蓮の実に古布
や着物地などを飾る和オブジェづくり【料金】①500円〜②800円〜

ふだん着物と和の時間を
楽しむ

10/20（日）10:00〜16:00
1階　シアター1

【あとりえ kimono 紅
べ に

】①きもので和日カフェ散策60分②脳トレ !?
半
は ん は ば お び

巾帯結び③飾り紐作り（とんぼ玉つき） 予約優先  Ｔ090-8923-6876
Ｅkimonobeni@gmail.com【料金】①1,500円②500円③1,300円〜

【nathu made】①水引細工作り②ラッピングネックレス作り【料金】
①1,000円②1,500円〜

【hisui】つまみ細工アクセサリー作り【料金】500円〜
【癒しルーム香

か お

る】アロマストーン作り【料金】800円〜
※着付けは90分程度、その他は30〜45分程度で体験できます。

祝の秋、一服を楽しむ 10/20（日）11:00〜15:00
3階　和のスタジオ

【内容】お抹茶をいただきながら、さまざまな秋に触れてみませんか？ 
【料金】400円

ものづくりスタジオ出店者
募集（令和２年４月出店）

【出店期間】令和2年4月以降出店可能で最長3年【募集店舗数】4店舗程度【応募締切】11/30（土）
【募集要項・応募用紙】同館受付で配布（ホームページからダウンロード可）【応募方法】応募用紙に

記入のうえ、郵送または直接提出※詳しくは募集要項をご確認ください。

こどもはっち 休8　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・定員など 申込方法

はちのへおもちゃ病院 10/13（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）
※部品交換した時など実費負担あり（50円〜300円） 申込不要

ひきこもり家族交流会 10/13（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

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

10/20（日)10:00〜11:00
5階　レジデンスA

【内容】妊娠8カ月以上のプレパパ･ママ対象の勉強
会※随時予約受付【定員】各回4組【参加費】100円 電話で

ばぶちゃんハロウィン
 要申込 

10/27（日)10:30〜12:00
1階　はっちひろば

【内容】はっち館内でおやつツアーや仮装コンテスト
【対象】0歳〜満2歳(24カ月まで)の親子【定員】40組
【参加費】子ども一人200円

9/28（土）9:30
から電話で

「秋冬物のおさがり掘り出し
市」出店者募集

【開催日時】11/10(日)10:30〜13:00【場所】1階はっちひろば【出店料】500円【出店者】12組（抽選）
申10/14（月･祝）〜20（日）に電話で【結果通知】10/24（木）午前中に連絡
※子ども服のおさがり品の無料提供者も募集

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）※イベント開催時は開室　開10:00~17:00　Ｔ45‒8338
Ｆ24‒4531　住八日町9 ダイヤビル1階　
Ｅshinbi@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法
【写真のまち八戸】  要申込 

カメラの構造を「コベヤ・オ
ブスクラ」で体験しよう！ 

10/19（土）10:00〜15:00
【内容】カメラの原理「カメラ・オブスクラ」を作って体験するワーク

ショップ※動きやすい服装【対象】高校生以上【定員】10人
【申込方法】名前・住所・電話番号・年齢を電話で

Co部屋オープンデイ．2019 10/26（土）13:00〜16:00 【内容】ハロウィンに向けて「オバケお面」を作るフリー
ワークショップ 申込不要

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
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マリエント（水産科学館）休なし　 開9:00〜17:00（6月〜8月は18:00まで）　Ｔ33‒7800　Ｆ33‒7801
住鮫町字下松苗場14‒33　※3階のみ有料　ホmarient.org

行事名 日時・場所 内容・定員など
水の中のハロウィン展 10/5（土）〜31（木） 3階展示室 【内容】名前も見た目もちょっと風変わりな魚たちを紹介。
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 ▷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〜　▷エサやり体験15:00〜
▷深海水圧実験①11:00〜②14:00〜　▷魚への餌付け、魚眼図＆じゃんけん大会12:00〜

★やって体験する（随時）
▷三陸ジオパークVR体験▷「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▷海の不思議BOX

4階

八戸工業大学第二高等
学校美術コース秀作展 10/2（水）〜10（木） 【内容】同館と連携し、制作を行っている美術コースの学生の作品や

卒業制作を中心とした歴代の優秀作品を展示。
青森県高等学校文化
連盟写真展 10/12（土）〜11/10（日） 【内容】「県南地区高校生の写真技術教室」で撮影した生き物たちを

リアルに、幻想的に表現した作品を展示。
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。

久慈琥珀博物館見学 10/5（土） 【内容】太古の世界を包み込んだタイムカプセルといわれる琥珀の見
学と琥珀採掘を体験。

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

児童科学館（視聴覚センター）休7・15・21・28　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・定員など 申込方法

第9回 かがくかん祭  有料 
10/5（土）、6（日）
10:00〜16:00

【内容】特別プラネタリウムや実験ショー、工作体
験を行います。（KIDS工房の内容が変わります。） 申込不要

プラネタリウム  有料 

「秋の夜長に星空を」
【日時】10/1（火）〜31（木）①10:00②11:00③13:30④15:00※5日（土）・6日（日）・

23日（水）③は内容変更　〈一般〉平日④、（土）（日）（祝）①〜④  〈団体〉平日①〜③
団体のみ
電話で

熟睡プラ寝たリウム  有料 10/23（水）13:30〜14:30 【内容】星空の下で眠るプラネタリウム 申込不要
毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

10
月
12
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜ポパイ「お化け騒動」
▷17:30〜プロフェッショナル仕事の流儀「農家 木村秋則の仕事]

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】わたしの夢のプラネット
18:00〜（日本語版） 【内容】秋の夜長に星空を

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】秋の星空（月・土星・やぎ座のお話 ほか）

10
月
26
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜てつどう大好きシリーズ「走れ!ハイパー特急＆ジョイフルトレイン」
▷17:30〜日本名作映画「人情紙風船」

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】秋の夜長に星空を
18:00〜（生解説） 【内容】季節の星空散歩 

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】秋の星空、二重星アルマク、みずがめ座を探そう

おたのしみ劇場
①10/6（日）②10/13（日）
③10/14（月・祝）
④10/20（日）⑤10/27（日）

【内容】①日本のおとぎ話１「ももたろう」  ほか②コロちゃ
んのおさんぽ  ほか③ポパイの高いびき④ワイワイ動
物DVD「かわいい動物大集合!」⑤泣いた赤おに  ほか

申込不要

わくわくサイエンス「まべち
川の自然と生き物」  要申込 

10/26（土）10:30〜12:00 【内容】昆虫と水鳥の話、顕微鏡で花や微生物を観察
【対象】小学生以上（3年生以下は保護者同伴）【定員】20組 電話で

映像利用学習会 10/27（日）13:30〜16:30 【内容】映画「東京物語」を語る【講師】熊
く ま が い

谷拓
た く じ

治（映
画評論家）【対象】一般【定員】100人

申込不要

市立図書館 映像利用鑑賞会 10/30（水）13:30〜15:50
市立図書館 【内容】16㎜フィルム「春駒のうた」 申込不要

お宝映像上映会 興味の世界 10/23（水）14:45〜15:45 【内容】DVD「日本の仏像百選 安らかな浄土のほとけ」 申込不要

科学館KIDS工房  有料 
毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00

【内容】スーパーボール、プラ板などの工作体験
【参加費】200円以内※小学3年生以下は保護者同伴

要チケット
（当日受付）

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
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10月

5（土） 白銀南 Ｔ35-6810 12（土）
13（日）

下　長 Ｔ28-8863 26（土）
27（日）

是川 Ｔ96-1219
6（日） 南　浜 Ｔ39-3036 湊 Ｔ33-4411 根城 Ｔ44-6927
5（土）
6（日）

鮫 Ｔ33-1942 田面木 Ｔ27-3333 江陽 Ｔ45-4571

柏　崎 Ｔ43-9139 根　岸 Ｔ20-4894 長者 Ｔ45-4801
吹　上 Ｔ43-2931 20（日） 湊※ Ｔ33-4411 市川 Ｔ52-2319
三八城 Ｔ45-2566 26（土）

27（日）
小中野 Ｔ22-2877 27（日） 鮫※ Ｔ33-1942

東 Ｔ25-2951 白　銀 Ｔ33-1633
白山台 Ｔ38-9788 上　長 Ｔ23-3237

2（土）
3（日･祝）南郷 Ｔ82-3385

3（日･祝）館 Ｔ27-5431
大館※ Ｔ25-3331

9（土） 白銀※ Ｔ33-1633

10（日） 根岸※ Ｔ20-4894

※芸能発表会のみ開催

11月

公民館講座などで制作した作品展示や地域団体による手作り品の出店、芸能発表
会などを開催します。※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。

問社会教育課Ｔ43-9516

地区公民館まつり

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　Ｅ ic_web@tanesashi.info　ホ tanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法
館内を探検しよう 【内容】クイズシートを使って種差の自然や文化を知ろう　※随時開催 申込不要

月見の会  要申込 
10/13（日）
16:00〜18:30

【内容】種差観光協会のガイドさんの話を聞きながら、
草野心平が「ザボンのような月」と表現した種差海岸
の満月を鑑賞する【参加費】500円【定員】20人

電話で
種差観光協会
Ｔ38-2024

 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

ハロウィンオーナメント作り 10/5(土)〜31(木)
10:00〜16:00

【内容】ハロウィンをテーマに種差海岸の貝殻や木の
実を使ったオーナメント作り【参加費】200円 申込不要

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 

10/5（土）9:30〜13:00
【集合】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）モト市緑化推進委員会Ｔ43-9052

9/30（月）
までに電話で

市民の森音楽祭 10/14（月・祝）11:00〜14:00
総合案内施設前広場

【内容】市内で演奏活動をする団体と観覧者との交
流をはかる音楽会。出店あり 申込不要

ロープを使って木登り体験
 要申込 

10/20（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【対象】小学生以上
【定員】50人【参加費】650円（昼食、保険料含む）

10/17（木）
までに電話で

そば打ち体験  要申込 
10/27（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】650円（昼食、保険料含む）

10/24（木）
までに電話で

山の楽
が っ こ う

校 休7・15・21・28　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・定員など 申込方法

そば刈体験楽校  要申込 10/5（土）13:00〜15:00 【参加費】500円 開催日の
2日前までに

電話で田んぼの稲刈り体験  要申込 10/6（日）10:00〜12:00 【参加費】500円

新そばまつり 10/20（日）・27（日）
10:00〜15:00 【内容】食堂開設、そば打ち体験、てんぽ煎餅焼き体験ほか

館鼻公園内 みなと体験学習館 みなっ知
ち

休7・15・21・28　開9:00〜19:00（7月〜8月は21:00まで）　
Ｔ38‒0385　Ｆ38‒5410　住湊町字館鼻67-7

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

秋の親子映画会 10/13（日）
9:30〜11:15

【内容】①TAMA&FRIENDS 三丁目物語 秋②世界名作
アニメ「バンビ」【対象】どなたでも（幼児は保護者同伴） 申込不要

防災教室  要申込 
10/27（日）
10:00〜11:30（受付9:30〜）

【内容】津波が残した数々の教訓を学ぶ【講師】五
ご の へ

戸雅
まさはる

春
（湊地区自主防災会）【対象】小学生以上【定員】25人

前日までに
電話で

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


