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埋蔵文化財センター
是川縄文館

休8、15、22、24、26～31　開9:00～17:00　住是川字横山1　Ｔ38‒9511
Ｆ96‒5392　ホkorekawa-jomon.jp　※入館料有り
分館（縄文学習館）Ｔ96‒1484　※入館料無し

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

考古学講座④ 12/6（土）14：00～16：00 【演題】ニューギニア島の新石器文化について【講師】根
ね ぎ し

岸洋
よう

氏（国際�
教養大学助教）【定員】100人

縄文土器の拓本教室 12/20（土）9：30～12：00 【定員】30人（小学4年生以上）

冬季日曜日縄文体験
コーナー

12/7～21までの毎週（日）
９:30～15:00

【内容】火起こし、土器の文様拓本、編布編み、琥
こ は く

珀勾
まがたま

玉・滑
かっせき

石勾玉作り
※粘土を使う体験については要相談【料金】200円～1,000円（展示
観覧料は別途必要）

合掌土偶の貸出期間中は
複製品を展示します

国宝「合掌土偶」が次の展示会で展示されます。貸出期間中、当館の国宝展示室では
複製品やほかの優品の展示を予定しています。

展示会名 場所 貸出期間 展示期間
日本国宝展 東京国立博物館 ９月下旬～12月下旬 12/7（日）まで

※貸出期間中に当館を有料観覧した人には、当館の特別招待券〈またきてね券（次回の入館料が
　無料となる券）〉を配布します。

●�学･遊･館の各講座、教室、催しなどは、各施設に事前申し込
みが、必要です。
●�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
●�各施設の入館料は、一覧表をご覧ください。

12 月の

美術館 休15～19、29～31　開９:00～17:00　住番町10‒4　Ｔ45‒8338
Ｆ24‒4531　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
コレクション展Ⅲ「受け継 
がれるもの～濱

は ま だ

田庄
し ょ う じ

司と
二人の息子～」開催中

12/14（日）まで 【内容】現代の陶芸に大きな影響を与えた濱田庄司の作品と共に、彼
の二人の息子の作品を紹介します。

特別展
「ねこ　岩

いわごう

合光
みつあき

昭写真展」 12/20（土）～27年2/8（日）

【料金】料金特別料金になります。（　）内は団体20人以上
一般500円（250円）、高校・大学生300円（150円）、小・中
学生100円（50円）※市内小・中学生は無料。高齢者（市内
の65歳以上）・障がい者は半額※ギャラリートークやサ
イン会の詳細については、31ページをご覧ください。

12月の市民ギャラリー ①５（金）～7（日）　　第8回岩手篆
てんこく

刻協会八戸展
②12（金）～14（日）　第43回ふれあい作品展

　　　　　　　各施設の入館料一覧 　（　）内は、20人以上の団体

一般 大学 高校 中学 小学
博物館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

市内の小・中学生は無料
障がい者、市内在住の高齢者
（65歳以上）は半額

史跡根城の広場 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 本丸のみ有料

博物館・史跡根城の広場
共通券 400円（260円） 240円（160円） 80円（60円）

南郷歴史民俗資料館 150円（100円） 100円（50円） 50円（30円）
美術館 150円（  80円） 100円（50円） 50円（30円） 特別展は料金が異なります。

是川縄文館 250円（130円） 150円（80円） 50円（30円） 特別展期間中は特別展料金
分館（縄文学習館）は無料

マリエント 300円（150円） 200円
（100円） 100円（50円） 入館料は3階のみ 障がい者、

高齢者（65歳以上）は半額

児童科学館
プラネタリウム観覧料 250円（130円） 150円

（80円）
50円

（30円） 無料
※（土）（日）（祝）は、市内の中学生は無料
※�途中入場はできませんので、上映時間前にお越しください。
団体予約専用には一般の人は、入場できません。

こうみちゃん

12月は、
クリスマス関連の
イベントが

めじろ押しだね！
こかぶくん
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博物館 休8、15、22、24、27～31　開9:00～17:00　住根城字東構35‒1　
Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
新春ミニ企画展

「えと展―博物館の動物た
ち大集合！」

12/20（土）～27年1/18（日） 【内容】えとにまつわる
かわいい動物たちが大集合！

博物館クラブ
「しめ縄作り―手づくりの
しめ縄を飾りませんか」

12/14（日）10:00～12:00 【講師】寿の会の皆さん【定員】20組（親子・一般）【材料費】200円

市民講座「南部ダイバー」 12/20（土）13:30～15:30 【講師】酒
さ か い

井久
ひ さ お

男氏（九戸歴史民俗の会会長）【定員】60人

八戸の食に関する資料
追加募集！

【内容】27年秋の特別展開催に伴い、調査・展示のため
に、寄贈または貸し出ししてくださる資料を探してい
ます。【対象資料】▷日々の食生活がわかる家計簿ま
たは日記（昭和40年代以前）▷明治～昭和の食生活が
わかる写真（食卓風景、年中行事の風景など）▷家内酒
造道具（ドブロクなど）▷朝市・行商の商売道具・販売
日誌などの記録▷南部煎餅製造道具▷山菜採取道具、
淡水漁具、狩猟道具
申27年3/31までに、電話、FAXまたは封書で博物館
へ※資料の寄贈・貸し出しに対して謝礼、使用料金は
お支払いできません。また諸権利を侵害する恐れのあ
る場合などはお断りいたします。

南郷歴史民俗資料館 休8、15、22、24、27～31　開９:00～17:00　住南郷区大字島守字小山田
7‒1　ＴＦ83‒2443　ホhachinohe.ed.jp/haku/nango/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
「しめ縄作り」参加者募集 12/5（金）9:00～12:00 【定員】10人【講師】滝

たきさわ

沢カチ氏【申込開始日】11/24（月・休）～
企画展「そばづくり道具展」
開催中 27年3/29（日）まで 【内容】そばの栽培から食事に使われる道具などの資料を展示し、そ

ばづくりに関わる生活や文化について紹介します。

史跡根城の広場 休8、15、22、24、27～31　開９:00～17:00　住根城字根城47
Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料有り

行事名 日時・場所
いつでも体験できます！（2日前までに予約してください）

八幡馬の絵付け 【所要時間】約30分【材料費】1,200円

えんぶり人形の各種絵付け【所要時間】約60分【材料費】1,000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

総合教育センター 休第2・4（土）�毎週（日）（祝）、12/29～31　開8:15～17:00　住諏訪一丁目2‒41　
Ｔ46‒0521Ｆ46‒1155　ホhachinohe.ed.jp　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

サイエンスボランティア
研修講座

「企画、テーマ選び、安全指
導、実習」

12/14（日）13:30～16:30
児童科学館実習室

【内容】科学とあそび・生活をテーマにした「科
学教室」を実施するための講習会を行い、各拠
点で活躍できる講師を育成します。

【講師】川
かわもと

本菜
な お こ

穂子氏（科学であそび隊代表）
【対象】サイエンスボランティア、子ども会育成
指導者などを目指す18歳以上の社会人および
学生【定員】10～15人（応募者多数の場合は抽
選）【材料費】1,000円申12/4（木）まで（必着）
に、氏名（ふりがな）、性別、年齢、所属団体名、住
所、電話番号、FAX番号、Ｅメールアドレスを
記入し、「サイエンスボランティア研修講座参
加希望」と明記して、往復はがき、FAXまたは
Ｅメールで申し込み
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学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

八戸ポータルミュージアムはっち 休9、31　開9:00～21:00　住三日町11‒1
Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

12/21（日）11：00～15：00
1階シアター1前

【内容】さまざまな日本文化を観
て・体験できる、こどもから大人
まで楽しめる企画が満載です。
12月は一

いちようしき

葉式いけばな青森県支
部によるいけばな体験です。
【参加費】一部、実費負担のものあ
り（材料費など）

はっちがずっぱど南部弁 12/6（土）15:00～20:00
1階はっちひろば、2階シアター2

【内容】南部弁を愛し、語り継いだ八戸市郷土史家正
しょうぶけ

部家種
たねやす

康氏の命
日に、南部弁の魅力を伝えるバラエティーシアターを開催します。

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

12/3（水）、17（水）19:00～
1階はっちひろば

【内容】毎月市内で音楽活動をしているパフォーマーたちによるラ
イブを開催しています。

第7回魚
ぎょ

ラボ会
「八戸の海辺のくらしを
見つめ直す」

12/13（土）18:30～20:00
５階共同スタジオ

【内容】太平洋を目の前に、人々はどんな暮らしを営んで来たので
しょうか？厳しい海での漁、里山での収穫、人々が集まる楽しいひ
とときなど海辺に生きて来た人々の暮らしを改めて見つめます。
【講師】小

こばやし

林力
つとむ

（八戸市博物館学芸員）

月1回のはっちもの
スタプチフェスティバル

12/13（土）
10:00～16:00
4階リビング4

【内容】毎月第2土曜日は、4階に緩やかで心地よい音楽が流れ、もの
づくりのワークショップや食のスタジオによるオリジナルフードを
楽しめます。【参加料】一部、実費負担のものあり

はっちのクリスマス
クリスマス
イルミネーション・
ツリー展示

12/1（月）～25（木）
18:00～21:00
1階はっちひろばほか

【内容】今年もはっち外壁をイルミネーションで飾るほか、はっちひ
ろばには大きなクリスマスツリーが出現、写真撮影もできます。
※12/1（月）18:30～ツリー点灯式

クリスマス絵本展
12/13（土）、14（日）
10:00～17:00　
※最終日は16:30まで
1階シアター1

【内容】クリスマスにちなんだ絵本と季節のお祭りの絵本の展示。リ
ビングのような空間で自由に手にとって読むことができます。読み
聞かせイベントも開催します。【実施者】八戸高専地域文化研究セ
ンター

クリスマス料理教室　
☆今年は親子で手作り
クリスマス☆

12/14（日）
①10:00～②14:00～
4階食のスタジオ

【内容】クリスマスジンジャークッキー・ホット
プレートでシチューフォンデュ、ツリーポテト
サラダ、具だくさんミネストローネを作る親子
向け料理教室です。※小学生以下のお子さん
は保護者同伴【講師】なぎさなおこ氏【定員】各
回20人【参加料】小学生以上1,000円、満3歳以
上未就学児まで500円申12/10（水）まで1階
インフォメーションにて受付

市民公募企画①　
X'masを彩るステンド
グラス展

11/29（土）～12/7（日）
10:00～17:00（最終日15:00
まで）※ワークショップは終了
時間の1時間前まで
2階ギャラリー2

【内容】クリスマスを彩るステンドグラスの展示と、おやすみランプ
やオーナメントなどのステンドグラスの小物を作るワークショッ
プです。【料金】入場無料（ワークショップは1,500円～3,200円）
【実施者】Hikariのおくりもの

市民公募企画②　
Mix Juice展　
スパークリング

12/12（金）～25（木）
9:00～21:00（最終日18:00まで）
※�ワークショップは（土）（日）
　（祝）の10:00～18:00
2階ギャラリー2

【内容】クリスマスにちなんだ絵画やCG、イラストなどのアート作
品・巨大ツリーの展示と、とびだすクリスマスカードやオーナメン
トなどを作るワークショップです。【料金】入場無料（ワークショッ
プは200円～500円）【実施者】Mix�Juice�

はっちのクリスマス
4Days　
ライブ&コンサート

12/21（日）
①15:00②18:00

①X'mas　バトントワリングショー「SHARE�LOVE&DREAM」
　（バトンチーム　Aries）
②Jazzy�X'mas（セッチー＆Liberty）

12/22（月）
①15:00②18:00

①六つ☆のクリスマス物語（青森県点訳・朗読赤十字奉仕団八戸分
団　むつぼし友の会朗読部）
②X'strings�Night（Mojo�山内Duo）

12/23（火・祝）
①15:00②18:00

①Happy�X'mas�ensemble�concert
　（八戸アンサンブルカンパニー）
②�Lotta�Voices�e�Lotta�voices�vol.3～クリスマスにいろった
歌を～（G.S.T　Groovin�Soul�Tribe）

12/24（水）
①15:00②18:00

①�St.ウルスラクリスマスコンサート（八戸聖ウルスラ学院幼稚園、
高等学校音楽科生、音楽研究部生）
②Christmas�Dreams�in�Piano�Jazz（蛇

へびぐち

口由
ゆ み こ

美子）
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八戸ライトショー ･フェスティバル2014　12/19（金）～21（日）はっち、中心街
【内容】はっち壁面での本格的３Dプロジェクションマッピング作品投影や中心街ビル内での作品上映のほか、
クラブイベントやマッピングお茶席などを開催します。【特別協賛】エプソン販売（株）

飛び出せ！みんなの八戸!
プロジェクションマッピ
ング幻想スクエア

12/19（金）～21（日）
18:00、19:00、20:00
※19日は18:00のみ
番町スクエア

【内容】8月に開催したライトショー作品制作ワークショップに参
加した親子が作成した素材を使い、はっち裏の壁面に大規模3Dプ
ロジェクション・マッピングの作品を投影します。（投影時間：約
10分）

巨大やわたうマッピング
国際コンペティション

12/19（金）～21（日）
作品審査は19（金）19:00～
1階シアター１

【内容】国内外から公募した3Ｄプロジェクション・マッピングの作品
を高さ2ｍの巨大八幡馬に投影します。審査員と市民の投票で優秀
作品を決定するコンテストも開催。※20日、21日は作品投影のみ

お茶席 de
プロジェクション・
マッピング

12/20（土）、21（日）
13:00～16:00
３階和のスタジオ

【内容】プロジェクション・マッピングで装飾された和の空間で、伝
統文化と先進技術との融合によるお茶席を開催します。【入場料】
無料（お茶代は300円・菓子付き）

DJ・VJナイト
クラブはっち

12/20（土）16:30～20:00
１階はっちひろば

【内容】八戸出身のVJ（ビジュアル・ジョッキー）・DJが、はっちひろ
ばを一夜限りのクラブに変身させます。

My Ambivalent
Light vol.1

（映像×音楽ライブ）

12/19（金）
開場18:00、開演18:30
2階シアター2

【内容】市内で活動中のアコースティックバンドによる心に訴える
映像と音楽のコラボレーションライブ【出演者】(in�the)Middle�Of�
Nowhere

リケジョマッピング
「まちなか映像リノベー
ション」

12/20（土）、21（日）
17:00～20:00
ヤグラ横丁の空店舗

【内容】東京在住の理系女子大生「リケジョ」のメンバーが、プロジェ
クション・マッピング映像で、まちなかの空店舗を素敵に大変身さ
せます。

光の回廊
～LEDランプテラス～

12/12（金）～21（日）
1階ギャラリー１

【内容】市民の皆さんが制作したたくさんのLEDランプに光を灯し、
7色に変わる光の回廊が出現します。

まちなかLEDあんどん
プロジェクト

12/1（月）～25（木）
中心商店街の参加店舗

【内容】三日町・十三日町を中心に、参加店の店頭などにお店の名前
やロゴを描いたLEDあんどんが灯ります。

メドツもびっくり!!
マッピング百貨店

12/19（金）～21（日）
チーノはちのへ、ヴィアノヴァ、
三春屋、さくら野百貨店八戸店

【内容】中心街のショッピングビル４か所で、八戸の地域資源を素材
とするプロジェクション・マッピング作品を展示します。

こどもはっち 休9、29～31　開9:30～16:30　住三日町11‒1
ＴＦ22-5822　ホkodomohacchi.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

おもちゃ病院 12/7（日）10:00～12:00
5階共同スタジオ

【内容】壊れたおもちゃを無料で修理します。一人1点まで。【費用】
部品交換した時など50円～300円程度かかる場合があります。

こどもはっち　
クリスマス会

12/23（火・祝）10:30～12:00
1階はっちひろば

【内容】クリスマスのおはなしや、人形劇などを行います。サンタさん
からのプレゼントもあります。【定員】60組（就学前のお子さんとそ
の保護者・先着順）【参加費】1人100円【申込開始日】12/1（月）～

八戸公園 三八五・こども館 休1、8、15、22、29～31　開９:00～17:00　住十日市字天摩
33‒2　Ｔ96‒3480　Ｆ96‒4631

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
くらふとらんど（手づくり教室）

森のオーナメント工作 12/7（日）10:00～12:00 【内容】公園の木の実を使った季節工作です。【対象】小学生以下
【定員】20人（当日受付・先着順）

どんぐり村のクリスマス 12/21（日）10:00～12:00 【内容】公園の樹や木の実を使った工作です。【対象】小学生以下
【定員】20人（当日受付・先着順）

青葉湖展望交流施設 山の楽校 休1、8、15、29～31　開8：00～17：00
住南郷区大字島守字北ノ畑6‒2　ＴＦ82‒2222

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
干しりんごの楽校 12/7（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円
布編みスリッパの楽校 12/14（日）9:00～15:00 【参加費】3,000円
おせちの楽校 12/21（日）9:00～12:00 【参加費】3,000円
冬至そばの楽校 12/22（月）9:00～12:00 【参加費】1,000円
年越しそばの楽校 12/23（火・祝）9:00～12:00 【参加費】1,000円
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学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

図書情報センター 休24、26、28~31　開10:00～20:00、（土）（日）（祝）18:00まで
住尻内町字館田1‒1　Ｔ70‒2600　Ｆ70‒2601

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

冬のおはなし会 12/6（土）18:15~18:45
CD視聴コーナー前

【対象】4歳以上（保護者同伴。おはなしを楽しめる方であればどなた
でも可）※お申込みは不要。当日18時5分までにご来館ください。

We♥MUSIC 12/1（月）～25（木） 【内容】音楽をテーマにした図書やDVDを展示・貸し出しします。

クリスマス絵本 12/1（月）～25（木） 【内容】クリスマスに関連した絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「クリスマス特集」 12/1（月）～25（木） 【内容】クリスマスソングを展示・貸し出しします。

貸出冊数と貸出期間の
変更

年末年始の休館に伴い、次の期間中、貸出冊数と貸出期間を変更します。
期　間 貸出数 貸出期間

図書・雑誌 12/14（日）～27（土） 8冊 3週間
AV資料 12/21（日）～27（土） 4点 2週間

南郷図書館 休24、26、28~31　開9:00～19:00、�（土）（日）（祝）17:00まで　
住南郷区大字市野沢字中市野沢39‒1　Ｔ60‒8100　Ｆ60‒8130

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
クリスマス特集 12/1（月）～25（木） 【内容】クリスマスに関する本を展示・貸し出しします。

話題の本ぴっくあっぷ 12/1（月）～25（木） 【内容】マスメディアなどで話題になった本を展示・貸し出しします。

ファンタジー展 12/1（月）～25（木） 【内容】架空の生き物や国の登場する幻想的な本を展示・貸し出しし
ます。

キャラクター特集 12/1（月）～25（木） 【内容】オリジナリティーあふれるキャラクターの登場する本を展
示・貸し出しします。

第11回スウィングベリー
でおはなし会

12/23（火・祝）10:30～12:00
南郷文化ホール

【内容】舞台上でおはなし会を行います。スクリーンや照明、音響など
の舞台効果も楽しめます。【対象】幼児、児童※予約不要

貸出冊数と貸出期間の
変更

年末年始の休館に伴い、次の期間中、貸出冊数と貸出期間を変更します。
期　間 貸出数 貸出期間

図書・雑誌 12/14（日）～27（土） 8冊 3週間
AV資料 12/21（日）～27（土） 2点 2週間

図書館 休24、26、28~31　開9:00～19:00、�（土）（日）（祝）17:00まで　
住糠塚字下道2‒1　Ｔ22‒0266　Ｆ71‒1312　ホlib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
クリスマス特集 12/1（月）～23（火・祝） 【内容】クリスマスに関する本やCDを展示・貸し出しします。

しかけ絵本展 12/1（月）～27（土） 【内容】さまざまなしかけによる楽しい絵本を展示します。

冬休みおすすめ本展 12/13（土）～27年1/12（月） 【内容】冬休みにおすすめの本を展示・貸し出しします。

クリスマスおはなし会 12/20（土）10:00~11:00
2階集会室

【内容】絵本の読み聞かせとストーリーテリング【対象】おおむね4歳
以上【定員】80人（先着順・申し込み不要）【協力】八戸おはなしの会
紙風船

暦と年中行事を楽しもう 12/25（木）~27年1/31（土） 干支やお正月、節分など日本の暦や年中行事に関する本を展示・貸し
出しします。

第6回市史講座 12/13（土）10:00～12:00
2階集会室

【演題】昭和の戦争と八戸【講師】本
ほ ん だ

田敏
と し お

雄氏（八戸工業高等専門学校
名誉教授）【定員】50人程度（事前申し込み不要）
問図書館市史編纂室ＴＦ73-3234

貸出冊数と貸出期間の
変更

年末年始の休館に伴い、次の期間中は貸出冊数と貸出期間を変更します。
期　間 貸出数 貸出期間

図書・雑誌 12/14（日）~27（土） 8冊 3週間
AV資料 12/21（日）~27日（土） 2点 2週間
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休＝休館日　開＝開館時間　住＝住所　Ｔ = 電話（市外局番 0178）　Ｆ =FAX　ホ =ホームページ（http://www. は省略）　Ｅ =Eメールアドレス　

水産科学館 マリエント 休なし　開９:00～17:00　住鮫町字下松苗場14‒33　
Ｔ33‒7800　Ｆ33‒7801　ホmarient.org　※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

12
月
の
企
画

はちのへ「ちきゅう」
情報館7周年記念式典

12/6（土）10:00
ウミネコシアター

JAMSTECが所有する有人潜水調査船「しんかい6500」の元パイ
ロットである田

た し ろ

代省
しょうぞう

三氏による記念講話を予定。
マリエント「ちきゅう」
たんけんクラブシニア
会員募集

【活動内容】海洋・地球・自然科学や水産業などの分野の、体験型学習を柱とした企画、
講座、研修会の開催。詳しくはマリエントホームページをご覧ください。【活動回数】年2回（予定）
【対象】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【年会費】1,000円

3
階
展
示
室（
展
示・催
し
）

働き者の生き物たち展
開催中 12/7（日）まで

【内容】11月23日は「勤労感謝の日」です。日頃、汗水流して働くお
父さん、お母さん。魚の世界も同じです。「ありがとう」の感謝の気
持ちを込めて開催します。

魚たちのクリスマス展 12/10（水）～29（月）
【内容】サンタさんのような配色のエビなど、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を展示します。ふわふわ・ゆらゆ
ら・クラゲたちが粉雪のように舞う姿もご覧ください。

冬休み特別企画!
夜のマリエント in
クリスマス

12/24（水）
17:00~20:00

【内容】クリスマスの思い出にランタンを手にして、
さあ、夜のマリエントを探検しよう！
マリンサンタから水中写真のクリスマス
プレゼントもあります。

新コーナー「魚眼図」
開設

【内容】水槽の中からマリンレンジャーが皆さんを水中カメラで撮影
します。写真はマリエントホームページからダウンロードできます。

サケ成長日記 11月上旬から来年5月の
放流まで（予定）

【内容】今年も新井田川漁協からいただいた卵からサケの赤ちゃん
がふ化します。たくましく成長していく姿を、ぜひご覧ください。

「マリンレンジャー」
による魚への餌付け
＆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（ダイバー）が潜り、
魚たちがエサを食べる姿をお見せします。

「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

★見て体験する
デンキウナギで「踊る
サンタさん」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います。

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です。

アーチャーフィッシュ
で水鉄砲

【内容】アーチャーフィッシュが、口から水鉄砲をとばしてエサを打
ち落とすようすをご覧になれます。

★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
展
示

ス
ペ
ー
ス

青森読売写真クラブ
第24回写真展 11/30（日）～12/20（土） 【内容】読売写真クラブ会員の皆さんの作品を展示します。

「ハガキにかこう
海洋の夢コンテスト」
入選作品展

12/21（日）～27年1/31（土） 【内容】子どもたちの自由な発想でのびのびと描かれた作品を展示
します。

リサイクルプラザ 休1、8、15、22、27、28、30、31　開9:00～17:00　住櫛引字山田山1‒1
Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　ホcity.hachinohe.aomori.jp/koiki/ripura/

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

エコ☆クリスマスリース
作り教室 12/6（土）9:00～12:00

【内容】新聞紙とペットボトルでクリマスリースを作ります。
【定員】４人【持ち物】チラシ10枚、500㎖丸型のペットボットル１
個（中をよくすすいだもの）、�30㎝定規�申11/22（土）～12/5（金）

エコ布ぞうり作り教室 12/7（日）、21（日）
9:00～12:00

【内容】着古したＴシャツで布ぞうりを作ります。
【定員】４人【持ち物】着古したTシャツ４枚（なる
べく大きいもの）、洗濯ばさみ2個、裁ちばさみ、
30㎝定規�申11/22（土）～各開催日の前日

新聞紙バッグ作り教室 12/14（日）、20（土）
10:00～12:00

【内容】新聞紙を使ってバッグを作ります。【定員】４人【持ち物】新聞
紙（２日分）、30cm定規�申11/22（土）～各開催日の前日

エコキャンドル作り教室 12/23（火・祝）
10:00～12:00

【内容】使用済みの天ぷら油でキャンドルを作ります。【定員】５人【持
ち物】広口の小びんや陶器のカップを２個（熱に強い物）�申11/22
（土）～12/22（月）
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学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

視聴覚センター 児童科学館 休1、8、15、22、29～31　開８:30～17:00　住類家四丁目
3‒1　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　ホkagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
12/13（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ファイナルファンタジー第1巻　風の章・炎の章

17:30～
【内容】プロフェッショナル仕事の流儀　ハイパーレスキュー部隊長
宮
みやもと

本和
かずとし

敏の仕事

夜のプラネタリウム 17:00～（英語版）
18:00～（日本語版） 【内容】冬の星座を見つけよう

市民星空観望会 17:00～18:45 【内容】冬の星空（火星・アルビレオ・プレアデス星団　ほか）、ふたご
座流星群についてのお話

12/27（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ファイナルファンタジー第2巻　竜の章・星の章
17:30～ 【内容】追跡！ニッポンのマグロ～世界の海から食卓へ～

夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） 【内容】冬の星座を見つけよう
18:00～ 【内容】星空散歩「冬の星空」（生解説）

市民星空観望会 17:00～18:45 【内容】冬の星空（冬の大三角・アルビレオ　ほか）、ふたご座流星群
のお話

プラネタリウム　
※�有料（24ページをご覧く
ださい）

【内容】「冬の星座を見つけよう」【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00▷団体予約専用：（火）～
（金）①～③▷一般：（火）～（金）④、（土）（日）（祝）①～④　※12/3（水）～5（金）は、プラネタリウム番組
入れ替えのため投影をお休みさせていただきます

映像利用鑑賞会 12/17（水）13:30～16:00
市立図書館2階集会室

【内容】故正
しょ う ぶ け

部家種
たねやす

康氏追悼企画として、DVD上映を行います。
【上映作品】①南部の風土と歴史②八戸三社大祭

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00～16:00
（受付終了15:45）

【内容】マカロンストラップ・布バッジ・プラ板キーホルダー作り
などさまざまな工作を用意しています。【費用】無料～200円
※小学３年生以下は保護者同伴

冬休みおたのしみ劇場 12/23（火・祝）～27年1/13
（火）10:00～16:00 【内容】冬休み期間中にいろいろなアニメなどを上映します。

おたのしみ劇場

【時間】10:00～11:00
【実施日・内容】
7（日）ジャングル大帝「旅立ち」、チャーリーとこぐまのミモ4
14（日）MERRY�CHRISTMAS、ちいさな�きいろいかさ
21（日）にじいろのさかな－ゆうじょう編－、それいけ！アンパンマン�いっしょにおべんきょう

種差海岸インフォメーション
センター

休年末年始（12/29～27年1/1）　開９:00～16:00　住鮫町字棚
久保14‒167　Ｔ51‒8500　Ｆ51‒8501　ホtanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
冬の中須賀を巡る　
散策トレッキング

12/6（土）15:00～16:00
大須賀入口～葦毛崎展望台 【定員】15人【参加費】500円

女将さん教えて♪
五枚おろしってなあに？

12/7（日）9:30～13:00
レクチャールーム

【内容】種差漁港で水揚げされた新鮮な魚を
5枚おろしにして試食します。【定員】20人
【参加費】1,000円【持ち物】エプロン

新春！手づくりジャンボ
かるたで福つかめ！ 27年1/10（土）9:00～12:00 【内容】走って取りに行くジャンボなかるたを作ります。【定員】20

人【参加費】200円【かるた読み上げ】階上漁協女性部

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）
今日も元気！
みんなでラジオ体操

8:50～
種差天然芝生地 【内容】種差天然芝生地でラジオ体操

種差芝生地を散策しよう!
～日ごと季節の魅力が
いっぱい～

随時
種差天然芝生地 【内容】種差天然芝生地の散策

館内を冒険しよう！
～学べる展示がいっぱい～ 随時 【内容】インフォメーションセンターの館内案内
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