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●�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。

八戸市博物館 休12/27〜1/4、13、19、26　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）〜1/18（日） 【内容】えとにまつわる
かわいい動物たちが大集合！

企画展
「えんぶり展」「ひな人形展」1/31日（土）〜3/8（日）

【内容】えんぶり組秘伝の巻物などを展示します。
また、素朴でかわいらしい北日本の郷土雛を特集します。

市民講座
「えんぶり見方入門」 1/24（土）13:30〜15:30 【講師】古

ふるさと

里淳
じゅん

（博物館学芸員）【定員】50人

八戸の食に関する資料
追加募集！

【内容】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【申込方法】3/31（火）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
はお断りする場合があります。

1月の

史跡根城の広場 休12/27〜1/4、13、19、26　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
体験教室で八戸の文化に触れよう！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

えんぶりミニミニ
烏帽子作り 【所要時間】約60分【材料費】600円

えんぶり人形の各種絵付け
（えんこえんこ笛手

てびらがね

平鉦太鼓）
【所要時間】約60分【材料費】1,000円

　　　　　　　各施設の入館料一覧 　
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。

※（　）内は、20人以上の団体

こうみちゃん

1月は、
お正月を祝う

にぎやかなイベントが
たくさんあるよ!

こかぶくん
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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　

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休12/26〜1/4、13、19、26　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

滑
かっせき

石でペンダント作り
教室 1/10（土）9：30〜12：00 【定員】30人（小学4年生以上）【料金】300円【持ち物】筆記用具

考古学講座⑤ 1/10（土）14：00〜16：00 【演題】縄文時代の栄枯盛衰と中国文明の誕生【講師】佐
さ が わ

川正
まさとし

敏氏（東
北学院大学文学部教授）【定員】100人

冬季日曜日縄文体験
コーナー 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）

ボランティア養成講座
（全12回のうち1月分）

①1/17（土）②1/24（土）
③1/31（土）14：00〜16：00

【内容】①縄文是川ボランティアについて②是川遺跡について③「是
川縄文館常設展示室解説（1）【講師】①〜③是川縄文館学芸員

南郷歴史民俗資料館
休12/27〜1/4、13、19、26　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
企画展「そばづくり道具展」
開催中 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。

⓫ 〜トチの実を食べてみたよ！〜

　今回は、10月25日（土）是川縄文館分館で開催し、大盛況だった土曜日体験教室
「トチの実を食べる教室」について紹介します。
　縄文時代の全国各地の遺跡から見付かっていて、縄文人の主要な食べ物だった
と考えられているトチの実。そのままでは苦くて食べられないので、今回の教室
ではみんなでアク抜きを覚えて、トチ餅やひっつみなどを作り試食をしました。
参加者の皆さんは「トチの実を食べられるようにする下準備は大変だけど、トチ餅
にすると美味しい！」ととても驚いていました。
　トチ餅は来年の縄文まつり（夏開催予定）でも食べられます。ぜひお越しください！

縄文体験の予約受付中 !　　問是川縄文館　Ｔ 38-9511Ｆ 96-5392

みんなでトチ餅作り☆ トチの実って食べられるんだね！ （左から）トチを使ったひっつみ、トチ餅、
トチの実寒天

八戸市美術館 休12/29〜1/3、13、19、26　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

特別展
「ねこ　岩合光昭写真展」 12/20（土）〜2/8（日）

【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

お
楽
し
み
情
報
！

①わが家のアイドル
ねこ写真募集&展示中

【内容】展覧会会期中に皆さんの撮影したねこちゃんの写真を美術館で展示しています。提供者には、
招待券（1枚）をプレゼントします。【サイズ】E判（約8×12cm）〜L判（約9×13cm）【応募枚数】一人1
枚まで【申込方法】1/31（土）までに美術館1階受付に直接お持ちください。

②探検！ねこグッズ
MAP 【内容】ねこをモチーフにした商品を扱っているお店をMAP（地図）にして、館内で紹介しています。

　是川縄文館の体験学習や発掘調査などの活動、体験学習などをレポートしていきます。

是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん

「
ど
ぐ
キ
ャ
ラ
総
選
挙

２
０
１
４
」１
位
に

な
っ
て
２
連
覇
る
ん
♪

み
ん
な
応
援

あ
り
が
と
る
ん
♪
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こどもはっち
休12/29〜1/1、13　開9:30〜16:30　
※1/2、3の開館時間は10:00〜16:30です。　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

こどもはっち
おもちつき

1/18（日）10:30〜11:30
5階　共同スタジオ

【内容】子どもたちがはっぴを着てお餅つきをします。カメラを持っ
て、家族で参加してください。（お餅の試食あり）【対象】就学前のお
子さんをもつ親と子※申し込み不要

親子でお茶会 1/18（日）�1回目�10:30
2回目�11:00、3回目11:30

【内容】こどもはっちのお茶室で抹茶と和菓子をいた
だきます。【定員】各回2組（先着順）【参加費】200円

八戸ポータルミュージアム はっち
休12/31〜1/1、13　開9:00〜21:00
※12/30と1/2、3の開館時間は、10:00〜18:00です。
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

はっちのお正月 1/2（金）10:00〜18:00
1階　はっちひろば

【内容】八戸東高校書道ガールズによる書道パ
フォーマンスや、法霊神楽の一斉歯打ち、つり雛
飾り、ミニチュア工房ちびっつ＠による作品展、
中心商店街とのコラボ企画など、お正月も楽し
い内容盛りだくさんでお待ちしています。

月１回のはっち ものスタ
プチフェスティバル

1/10日（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

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

1/18（日）11：00〜15：00
3階　和のスタジオ　ほか

【内容】毎月第3日曜日は、日本文化に親しむ日です。今月は、日本舞
踊発表会や掛け軸の材料を使ったしおり作りなど、日本文化を見て・
体験できる企画をご用意しています。【参加費】一部、実費負担のも
のあり（材料費など）

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

1/21日（水）19:00〜
１階　はっちひろば

【内容】毎月はっちひろばで、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。さま
ざまなジャンルの音楽をお楽しみください。

田
た つ き

附勝
まさる

 写真展「魚
ぎょじん

人」
1/24（土）〜2/22（日）
9:00〜21:00
（初日のみ11：00開場）
1階　シアター１　ほか

【内容】八戸沿岸部の人々や暮らしを撮影している、木
き む ら

村伊
い へ い

兵衛賞受
賞写真家の田附勝さんによる写真展です。「東北」の姿を追う田附
さんの目で、八戸の海の営みを再発見します。

はっち魚ラボの一年展

【内容】4月にスタートした「はっち
魚ラボ」のさまざまな活動を振り返
りながら、八戸の魚カルチャーの価
値を改めて見直す展覧会です。

展覧会オープニング
イベント

1/24（土）
11:00〜オープニングセレモニー
14:00〜はっち魚食ガールズ鍋
　　　　お振る舞い
1階　はっちひろば

【内容】「魚人」展と、魚ラボアーカイブ展のオープ
ニングを行います。また、八戸水産高校の生徒の
皆さんが考案した「赤い鍋」（築地「鍋グランプリ」
出品）と、白浜の主婦の皆さんが考案した「白い鍋」
を各100食ずつ、計200食お振る舞いします。

魚ラボ
ディレクタートーク

１/25（日）14：00〜15：00
2階　ギャラリー2

【内容】吉
よしかわ

川由
ゆ み

美（はっち文化創造ディレクター）が、はっち魚ラボの
１年を振り返りながら、魚食をめぐるさまざまな発見を紹介します。

田附勝×赤
あかさか

坂憲
の り お

雄
トークイベント

1/31（土）18：30〜20：00
２階　シアター２

【内容】写真家田附勝さんと、民俗学者の赤坂憲雄さんによる対談で
す。「魚人」展を軸に、八戸・東北の文化を語ります。【定員】100人

はっちの
ゴールデンウィーク企画
実施者募集

【募集期間】1/4（日）〜31（土）【実施日】4/23（木）〜5/6（水・休）のうち３日間以上【内容】はっちのゴー
ルデンウィーク企画の一環として、作品展示やワークショップなどを実施できる個人・団体を募集します。
【募集対象者】▷作品展示やワークショップなどを企画・実施する意欲がある個人・団体▷原則として市
内在住の人（団体の場合、代表者が市内在住であること）【使用条件】準備から撤収まで実施者の責任で
行うこと（会場使用料は無料）【申込方法】館内備え付けの応募用紙に必要事項を記入し提出

３月開催
「手仕事人の小さな暮ら
ふと市」出展者募集

【内容】八戸近郊作家による「春のミニクラフト市」への出展者を募集します。【開催
日】３/21日（土・祝）、22（日）【場所】はっち１階【募集数】約20組（予定）【応募条件】
詳細は「はっち」までお問い合わせください。【参加費】2,000円（駐車場は各自で
手配していただきます。）【申込方法】1/4（日）〜31（土）に、館内備え付けの応募用
紙に必要事項を記入し提出
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視聴覚センター 児童科学館 休12/29〜1/3、19、26　開８:30〜17:00　住類家四丁目3‒1
Ｔ45‒8131Ｆ45‒8132　ホkagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

親子パソコン教室 1/7（水）、8（木）、9（金）
13:00〜16:00

【内容】オリジナルマグカップ作り【講師】IT事業センターはちのへ
【定員】各日10組【参加費】300円

第3回　神話おばけやしき
1/10（土）
12:45〜15:30、16:00〜18:00
1/11（日）10：00〜12：00
1/12（月・祝）12：45〜16：00

【内容】星座にまつわるギリシャ神話をモチーフにした
お化け屋敷です。【参加費】100円（小学3年生以下は
保護者同伴）

1/10（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】ネコのミヌ―ス
17:30〜 【内容】プロフェッショナル仕事の流儀　バレエダンサー　岩

いわた

田守
もりひろ

弘の仕事

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・冬の大三角・オリオン大星雲　ほか）
1/24（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】世界名作アニメ　ダンボ
17:30〜 【内容】南部昔コ　むかしばなし

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（金星・月・オリオン大星雲　ほか）

プラネタリウム　
※�有料（28ページをご覧くだ
さい）

【内容】冬の星座を見つけよう
※�12/23（火・祝）〜1/13（火）の
冬休み期間中は、1日4回一般
投影を行います。

時間 火〜金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

特別プラネタリウム
季節の星空散歩（無料） 1/11（日）13：30〜 冬の星空（生解説）

科学館KIDS工房

毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
（受付終了15:45）
※��12/23（火・祝）〜1/13（火）の
冬休み期間中は、毎日開催し
ます。

【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）〜1/13（火）
10:00〜16:00 【内容】さまざまなアニメなどを上映します。※休館日を除く

おたのしみ劇場
【時間】10:00〜11:00
【実施日・内容】
1/18（日）シートン動物記「峰の王者　羊のクラッグ」、くまのがっこう「ジャッキーのパンやさん」ほか
1/25（日）ジャングル大帝「故郷」、ぱんつもいいな

八戸リサイクルプラザ
休12/27〜1/５、13、19、26（12/29は除く）　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

エコ布ぞうり作り教室 １/11（日）、18（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【申込
期間】12/22（月）〜各開催日の前日

フェルト動物作り教室 １/12（月・祝）
10:00〜12:00

【内容】余った毛糸でフェルト動物マスコットを作ります。【定員】4人【持
ち物】毛糸（2ｍ位）【申込期間】12/22（月）〜１/11（日）

ペットボトル風車
作り教室 １/24（土）10:00〜12:00

【内容】ペットボトルで風車を作ります。【定員】4人【持ち物】6角型の
500㎖ペットボトル（キャップ付き）2個、針金ハンガー2個、軍手
【申込期間】12/22（月）〜1/23（金）

エコキャンドル作り教室 1/25（日）10:00〜12:00
【内容】使用済みのてんぷら油でキャンドルを作ります。【定員】10人
【持ち物】広口の小びんや陶器のカップを２個（熱に強いもの）
【申込期間】12/22（月）〜1/24（土）
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八戸市立図書情報
センター

休12/26〜1/4、13、30（12/27を除く）　
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

読む・聴く・話す 12/27（土）〜1/29（木） 【内容】ビジネスコミュニケーションに必要な“読む”“聴く”“話す”技
術やビジネスマナーが身につく図書・DVDを展示・貸し出しします。

節分・鬼 12/27（土）〜1/29（木） 【内容】豆まきの由来や鬼の出てくる絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「紅白歌合戦特集」 12/27（土）〜1/29（木） 【内容】今回の紅白歌合戦に出場歌手のCDを展示・貸し出しします。

八戸市立南郷図書館 休12/26〜1/4、13、30（12/27を除く）　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

こどもBOOK福袋 1/5（月）〜29（木） 【内容】おすすめの絵本・児童書を、中身が分からないように詰め合
わせて貸し出しします。

冬の読書週間
シュールがお好き

1/5（月）〜25（日）
【内容】少し皮肉の効いた、癖のある本を集めて展示・貸し出しします。

子どもの雑誌特集 【内容】あまり知られていない子ども向け雑誌（絵本）を
展示・貸し出しします。

図書館おみくじ 1/5（月）〜29（木） 【内容】貸し出しの際に、南郷図書館オリジナルのおみくじが
引けます。

かくれた絵はなに？ 1/5（月）〜2/26（木） 【内容】本・雑誌を貸し出しする度にお渡しする紙片を壁面の台紙に貼っ
ていくと、大きな一枚絵が完成します。大人も希望者は参加できます。

貸出冊数と貸出期間の
変更

2/2（月）~4（水）は、特別図書整
理のため休館します。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 1/19（月）~2/1（日） 8冊 3週間
AV資料 1/26（月）~2/1（日） 4点 2週間

八戸市立南郷図書館
Facebook

Facebookにて南郷図書館から展示・イベントなどの情報をお知らせしています（登録して
いない人もご覧になれます）。類似アカウントがあるため、URLもしくは右のコードからア
クセスしてください。ホwww.facebook.com/nango.public.library

八戸市立図書館
休12/26〜1/4、13、30（12/27を除く）　
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

新成人に贈る本 1/5（月）〜12（月・祝） 【内容】成人の日にちなみ、新成人におすすめの本を展示・貸し出し
します。

まだまだ新刊！
2014年出版本 1/5（月）〜29（木） 【内容】2014年に出版された本の中から、おすすめの本を展示・貸し

出しします。
第4回八戸市図書館を使っ
た調べる学習コンクール受
賞作品展示

1/14（水）〜29（木） 【内容】コンクールで入賞した作品を展示します。

芥川賞・直木賞受賞作品展 1/14（水）〜2/11（水・祝） 【内容】第152回芥川賞・直木賞の発表に合わせ、歴代の受賞作品を
展示・貸し出しします。

第7回市史講座 1/10（土）10:00〜12:00
図書館２階集会室

【演題】八戸近現代に登場する人と思想【講師】渡
わ た べ

部髙
たかあき

明氏（ノースア
ジア大学准教授）【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

八戸公園 三八五・こども館 休12/29〜1/3、5、13、19、26　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）
木の実で作る!
親子のひつじ 1/11（日）10:00〜12:00 【内容】公園の木の実を使った干支工作です。完成させて、今年一年の

幸せを願いましょう。【対象】小学生以下【定員】20人（当日受付・先着順）

おにふくマグネット工作 1/25（日）10:00〜12:00 【内容】公園の木や木の実を使った季節工作です。土台におにやおたふくな
どの顔を作りましょう。【対象】小学生以下【定員】20人（当日受付・先着順）
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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

１
月
の
企
画

お正月特別企画
くじら汁のお振舞い

1/１（木・祝）10:00〜
５階展望ホール

【内容】元旦お越しいただいたお客様に、温かい八戸の郷土料理�
「くじら汁」をお振る舞いします。※無くなり次第終了

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ

１月企画
「ハガキに書こう海洋
の夢コンテスト」
ハガキ作成会～新年！
親子餅つき体験～

1/10（土）
9:30〜
5階
展望ホール

【内容】「海」への将来の“希望”や“願い”、更に海に関する科学技術に
ついての新しいアイデアなど、クラブ会員一人ひとりの“海洋の夢”
をのせた絵画ハガキを作成し、コンテストに応募する企画です。また、
ハガキ作成会終了後は、「親子餅つき体験」を開催します。
【講師】平

ひらかわ

川則
のりあき

昭氏（八戸チャーチル会会長）

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・学生【年会費】1,000円

3
階
展
示
室（
展
示・催
し
）

新年特別企画
「今年の干支は未年」展 1/1（木・祝）〜31（土）

【内容】今年の干支「ひつじ」にちなんだ生き物たちのほかに、マリ
エントの「ごあいさつガレイ」たちが、皆さんに新年のあいさつを
します。

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 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
がふ化しました。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「新春
ツリー」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

「ハガキにかこう
海洋の夢コンテスト」
入選作品展

12/21（日）〜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。

マリエント全館臨時休館の
お知らせ 2/3（火）〜6（金） 【内容】館内設備メンテナンスのため、全館休館します。

種差海岸インフォメーション
センター

休12/29〜1/1　開９:00〜16:00　
※1/2、3の開館時間は10:00〜15:00です。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
企画展
みちのく潮風トレイル　
大自然からの恵み「食編」

1/2（金）〜2/28（土）
四つの壁

昔から地域で食べられてきた食材を、食卓に並ぶ
までの流れを含めて紹介。旬の食材をおいしく
食べるレシピもご紹介します。

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!
～日ごと季節ごとの魅力
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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青葉湖展望交流施設 山の楽校 休12/29〜1/3、5、13、19、26　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
エコろうそくの楽校 1/4（日）9:00〜12:00 【参加費】100円
まゆ玉作りの楽校 1/11（日）10:00〜12:00 【参加費】300円
新春そば打ち楽校 1/12（月・祝）9:00〜12:00 【参加費】1,000円
豆の楽校（豆腐・豆しとぎ編） 1/18（日）9:00〜12:00 【参加費】各1,500円
豆の楽校（みそ編） 1/25（日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円

どんと祭 １/11（日）9:00〜14:00 【内容】正月の松飾り、注連縄などを持ち寄って燃やします。おしる
このお振る舞いもあります。

総合教育センター 休第2・4（土）�毎週（日）（祝）、12/27〜1/4　開8:15〜17:00　住諏訪一丁目2‒41　
Ｔ46‒0521　Ｆ46‒1155　ホhachinohe.ed.jp　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ALTと話そう①

【日時】1/7（水）、8（木）
①9:00〜��②10:00〜
③11:00〜④13:00〜
⑤14:00〜⑥15:00〜
（各45分）
※�それぞれ内容が異なるので、複数
の時間帯を選ぶことができます。

【クラス・内容】簡単な英会話や英語を使ったゲームなどを行い、英語
に親しむ【講師】外国語指導助手（ALT）【対象】市内の小・中学生
モト1/5（月）まで（必着）に、氏名（ふりがな）、性別、学校、学年、住
所、Eメールアドレス（または電話番号かFAX番号）、希望の月日・時
間帯を明記し、Eメール、FAXまたははがきで教育指導課へ〶031-
8686内丸一丁目1‒1Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp

職業訓練センター受講者募集
ワード基礎コース エクセル基礎コース ギフトラッピング応用コース

日　時 1/13（火）〜2/26（木）毎週（火）・（木）の
14日間9:00〜12:00

1/13（火）〜2/26（木）毎週（火）・（木）の
14日間13:30〜16:30 1/22（木）、23（金）13：30〜16：30

定　員 20人 20人 10人

受講料 8,500円
（別途テキスト代2,160円）

8,500円
（別途テキスト代2,160円）

受講料2,500円（材料費込み）
テキスト代1,728円（希望者のみ）

窓口申込 12/22（月）〜1/8（木） 12/22（月）〜1/8（木） 1/6（火）〜16（金）
電話申込 12/22（月）〜1/6（火） 12/22（月）〜1/6（火） 1/6（火）〜14（水）
モト申込期間の平日午前9時~午後5時にテキスト代（ギフトラッピング応用コースは受講料）を添えて、八戸地域職業訓練センター（類家
二丁目7-40）へ。電話申し込みの場合、3日以内にテキスト代の支払いができない場合は、キャンセル扱い。ＴＦ46-3360ホhads.ac.jp 

海上自衛隊モニター募集
内容モニター会議への参加、自衛隊活動に対するアン
ケート提出、基地各種行事参加など任期２年定員７人

（応募多数の場合抽選）応募資格海上自衛隊八戸航空基
地周辺の市町村に在住の人（公務員を除く）で満20歳
から59歳までの男女（27年4/1現在）申込方法1/9（金）
までに、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、性別、生年月
日、職業、学歴、電話番号（携帯電話も併せて記入）、応募
の理由を記入の上、官製はがき、FAXまたはメールで 
モト〶039-1180河原木字高舘　海上自衛隊第2航空
群司令部広報室Ｔ28-3011（内線2332、2338）Ｆ28-
3302Ｅ2aw-kouhousitu@inet.msdf.mod.go.jp

あおもり県民カレッジ・三八地区地域キャンパス講座
日時1/20（火）13:30～15:30場所はっちシアター2 
内容世界の名映画鑑賞会「陽のあたる場所」受講料無料 
申あおもり県民カレッジ事務局Ｔ017-739-0900問三八
学友会事務局Ｔ090-7330-3514（村上）Ｆ34-2620

「産業カウンセラー養成講座」無料体験セミナー
日時1/31（土）13:30～15:30場所総合福祉会館「はち
ふくプラザねじょう」内容産業カウンセラーとは、自己
理解体験ワーク、講座紹介定員20人受講料無料申氏名、
電話番号、Ｅメールアドレス、研修日を明記し、FAXま
たはEメールで日本産業カウンセラー協会東北支部へ
Ｆ022-715-8115Ｅsankakyo@crux.ocn.ne.jp問日
本産業カウンセラー協会青森事務所Ｔ017-762-7631

一般社団法人青森県鍼灸マッサージ師会無料治療奉仕
日時1/25（日）①10:00～12:00②14:00～17:00（先
着順）場所ラピア２階ラピアホール問マッサージ師会地
区担当事務局ＴＦ25-7840（大沢）


