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史跡根城の広場 休9、12、16、23　開９:00〜17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入館料有り

行事名 日時・場所 内容など

史跡根城えんぶり撮影会 2/18（水）、19（木）
11:00〜12:00

【内容】日本100名城にも選定されている、史跡根城の広場の本丸主
殿前でえんぶり撮影会を行います。※入場料が必要です。

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

●�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、無料です。
●�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9、12、16、23　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557　
住根城字東構35‒1　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
企画展「ひな人形展」 1/31（土）〜3/8（日） 【内容】素朴でかわいらしい東日本の郷土雛を特集します。
企画展「えんぶり展」 1/31（土）〜3/8（日） 【内容】えんぶり組秘伝の巻物などを展示します。
ギャラリートーク

「えんぶり」
2/18（水）、19（木）
①11:30〜②13:30〜

【内容】企画展「えんぶり展」を学芸員が楽しく
分かりやすく解説します。※申し込み不要

博物館クラブ
「銭

ぜ に だ い こ
太鼓作り～もうすぐ

『えんぶり』の季節～」
2/8（日）10：00〜12:00 【講師】博物館学芸員【定員】15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】▷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▷山菜採取道具、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。

2月の

　　　　　　　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。

南郷歴史民俗資料館 休9、12、16、23　開9:00〜17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷区大字島守字小山田7‒1　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。

まだまだ寒い季節が
続くけど、

春を呼ぶえんぶりが
始まるよ！
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八戸市埋蔵文化財センター
是川縄文館

休9、12、16、23　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　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⑥ 2/7（土）14：00〜16：00 【演題】北東アジアから見た日本先史時代【講師】梶
かじわらひろし

原洋氏（東北福祉
大学総合福祉学部教授）【定員】100人

縄文土器
作り教室 2/21（土）9：30〜12：00

【内容】国宝「合掌土偶」がみつかったことで有名な風張1遺跡から出
土した土器を題材に、縄文土器作りを体験【定員】30人（小学4年生
以上）【料金】200円【持ち物】古タオル

ボランティア養成講座
（２月分）

①2/7（土）10：00〜12：00
②2/14（土）③2/21（土）
④2/28（土）各14：00〜16：00

【内容】①是川縄文館常設展示解説⑵②博物館、美術館などにおける
ボランティア活動のあり方③縄文学習館展示解説④縄文土偶作り【持
ち物】筆記用具※④は粘土を使う体験実習ですので、当日は汚れて
もよい服装でお越しください。

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）

八戸市美術館 休9〜13、16、23　開9:00〜17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531　
住番町10‒4　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料有り

日時・場所 内容・定員・対象など

特別展
「ねこ　岩

いわごう

合光
みつあき

昭写真展」 2/8（日）まで
【料金】特別料金です。（　）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

コレクション展Ⅳ
「石

いしばし 

橋宏
こういちろう

一郎～郷土を描く～」
2/14（土）〜3/22（日）
9:00〜17:00

【内容】郷土の気候、風土を描き続けた
石橋宏一郎の世界を紹介します。

２月の市民ギャラリー ①2/20（金）〜22（日）� 第35回龍
りゅうすい

翠書院展
②2/28（土）、3/1（日）� 第45回是川中学校木彫テラコッタ展

八戸ポータルミュージアム はっち 休10　開9:00〜21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　住三日町11‒1
ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
はっち開館４周年記念
文化庁長官表彰受彰記念
シンポジウム

2/9（月）12:30〜15:45
１階　はっちひろば

【内容】青森県で初となる文化庁長官表彰の受彰を記念し、はっち開
館４周年を兼ねて八戸のアートのまちづくりを市内外へ発信するシ
ンポジウムを開催します。

八戸市民ロボコン大会 ２/11（水・祝）
1階　はっちひろば

【内容】はっち流騎馬打毬ロボコン大会からはじまった市民ロボコン
大会。３回目となる今年のテーマは「朝市」。「中学校ロボコン」との
コラボレーションをお楽しみに。

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
1階　シアター１　ほか
※初日のみ11:00〜

【内容】26年5月から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】26年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。

月1回のはっち ものスタ
プチフェスティバル

2/14（土）10:00〜16:00
4階　リビング4

【内容】毎月第2土曜日は、ものづくりのワークショップやオリジナ
ルフードを楽しめます。【参加費】一部、実費負担のものあり

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

2/18（水）19:00〜
1階　はっちひろば

【内容】毎月はっちひろばでは、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。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

2/22（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、八戸市
文化協会プロデュースによる楽しい企画が満載です。【参加費】一部、
実費負担のものあり（材料費など）

こどもはっち 休10　開9:30〜16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　ホkodomohacchi.com
※入館料有り　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・対象など

こどもはっち
まめまき

2/1（日）
①10：30〜②13：00〜
4階　こどもはっち

【内容】豆まきをして鬼退治をしよう！楽しいおはなし会もあります。
ご家族で遊びに来てください。【対象】各回親子30組※申し込み不
要

親子でお茶会 2/15（日）①10：30〜②11：00〜
③11:30〜　4階　こどもはっち

【内容】こどもはっちのお茶室でお茶会を開きます。抹茶と和菓子を
召し上がれ。【対象】各回先着2組【参加費】200円



学・遊・館　各施設の講座・イベントなど
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八戸市立図書館 休12、27　開9:00〜19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　Ｔ22‒0266
Ｆ71‒1312　住糠塚字下道2‒1　　ホlib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

こだわる人のお菓子づくり 1/31（土）〜2/11（水・祝） 【内容】こだわる人におすすめの、手作りお菓子やお菓子にまつわる
本を展示・貸し出しします。

全国学校図書館協議会・
選定「よい絵本」展 1/31（土）〜2/26（木） 【内容】全国学校図書館協議会の選定による、読み聞かせや子どもた

ちに是非読んで欲しいおすすめの絵本を展示・貸し出しします。

NHK大河ドラマ関連本 1/31（土）〜2/26（木） 【内容】NHK大河ドラマ原作本、関連本を展示・貸し出しします。

第8回市史講座 2/21（土）10：00〜12:00
図書館2階集会室

【演題】八戸市の都市計画事業のあゆみ【講師】宮
みやもととしゆき

本利行氏（青森県立
百石高等学校教諭）【定員】50人程度（申し込み不要）
問図書館市史編纂室ＴＦ73-3234

移動図書館巡回先の変更

公民館の建替え工事に伴い、移動図書館の巡回先を変更します。
変更前：江陽公民館
変更後：東部終末処理場（下水道事務所）
利用方法、巡回日、時間については変更ありません。
※27年度の移動図書館巡回予定表は４月号に掲載予定です。

八戸市立図書情報
センター

休12､24〜26（図書整理のため）、27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　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
You're My★Star!!!!
～アイドルソング特集～ 1/31（土）〜2/23（月） 【内容】世代を超えて愛されるアイドルたちのCDを展示・貸し出し

します。

贈り物 1/31（土）〜2/23（月） 【内容】バレンタインにちなみ、お菓子やプレゼントをキーワードに
した絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「寝活・眠活特集」 1/31（土）〜2/23（月） 【内容】夜が長いこの時期、リラックスタイムに聴いてほしいCDを

展示・貸し出しします。

貸出冊数と貸出期間の
変更

2/24（火）〜26（木）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 2/10（火）~23（月） 8冊 3週間
AV資料 2/17（火）~23（月） 4点 2週間

八戸市立南郷図書館 休2〜4（図書整理のため）、12、27　開9:00〜19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　
Ｔ60‒8100　Ｆ60‒8130　住南郷区大字市野沢字中市野沢39‒1　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
手紙特集

2/5（木）〜26（木）

【内容】手紙が登場する本を集めて展示・貸し出しします。
南郷図書館10周年記念
親愛なる主人公へ

【内容】「手紙特集」コーナーのポストにて「物語の登場
人物に宛てた手紙」を募集し、館内に掲示します。

恋愛特集 【内容】恋愛に関する本を集めて展示・貸し出しします。

鬼が出てくる物語 【内容】鬼が登場する絵本、紙芝居などを展示・貸し出しします。

冬のおはなし会 2/11（水・祝）14：00〜15：00 【内容】冬にまつわる絵本などの読み聞かせと、楽しい室内遊びを行い
ます。

八戸リサイクルプラザ 休2、9、16、23　開9:00〜17:00　Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　
住櫛引字山田山1‒1　ホcity.hachinohe.aomori.jp/koiki/ripura/

行事名 内容・対象・申し込み方法など

冬の再生品提供

【内容】修理再生した家具などを低価格で皆さんに提供します。（タンス・学習机・食器棚・ベッド・ソファ
などの家具や自転車）【対象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【当選通知】当選者のみはがきで
通知【引取期間】2/21（土）〜3/1（日）※運搬はご自身でお願いします。【申込方法】2/7（土）〜15（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の上提出してください（電話申し込み、
代理申し込み不可）。※1人2品まで（同一品は不可）

青葉湖展望交流施設山の楽校 休2、9、16、23　開8:00〜17:00　ＴＦ82‒2222
住南郷区大字島守字北ノ畑6‒2　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
うどんの楽校 2/22（日）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
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視聴覚センター 児童科学館 休2、9、16、23　開８:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132
住類家四丁目3‒1　ホkagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

映像利用学習会 2/7（土）13:00〜15:00
【内容】16ミリフィルム映画「裸の大将放浪記」を語る
【講師】熊

くまがいたくじ

谷拓治氏（映画評論家）【定員】100人
2/14（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】ワイワイおさかなDVDサンゴ礁の生き物大集合！
17:30〜 【内容】昭和の記録20　東京オリンピック

夜のプラネタリウム 17:00〜（英語版）
18:00〜（日本語版） 【内容】冬の星座を見に行こう

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】冬の星空（木星・金星・冬の大三角）
2/28（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00〜 【内容】なかよしおばけ　おばけ�空をとぶ
17:30〜 【内容】日本の仏像百選②　悟りと癒しのほとけ

夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】Constellation�Tales�〜星座物語〜
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（木星・冬の大三角）

プラネタリウム　
� 有料 
（26ページをご覧ください）

▷2/1（日）〜2/22（日）	 冬の星座を見に行こう
▷2/28（土）〜5/31（日）	 Constellation�Tales
　　　　　　　　　　　　　〜星座物語〜
※�2/24（火）〜27（金）はプラネタリウム番組入れ替え
のため投影を休みます。

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

おたのしみ劇場

【時間】10:00〜11:00
【実施日・内容】
▷2/1（日）トムとジェリー「やんちゃな生徒」ほか
▷2/8（日）イソップワールド5「なまけガエルの王様さがし」
　　　　　リトルモンスター④「人前はイヤ」ほか
▷2/11（水・祝）名作童話大全集「おやゆびひめ」ほか　いたずらっ子トム
▷2/15（日）日本の名作童話2「もも太郎」ほか
▷2/22（日）エブとフロー④「エブの冬じたく」ほか　チャーリィとこぐまのミモ3

時間 火〜金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

種差海岸インフォメーション
センター

休なし　開９:00〜16:00　Ｔ51‒8500　Ｆ51‒8501
住鮫町字棚久保14‒167　　ホtanesashi.info

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
節分企画
自然物を使って鬼のおめ
んをつくろう！ 1/20（火）〜2/3（火）

9：00〜15:00

【内容】落ち葉などを使ってお面作り【参加費】100円
※随時受付、申し込み不要

オニをめがけてストラッ
クアウト

【内容】種差海岸で拾った松ぼっくりなどを使って鬼をやっつけよう
【参加費】100円※随時受付、申し込み不要

冬の種差・階上　まるごと食の祭典　2/1（日）～3/1（日）の（土）・（日）開催
ウニ・アワビを使ってお料
理体験　郷土料理「いち
ご煮」を作ろう！

2/1（日）10:30〜12：00 【内容】ウニ・アワビの殻むき体験をし、郷土料理「いちご煮」を作っ
て食べよう。【参加費】1,000円モト（株）深川商会Ｔ38-2080

三陸ジオパークって何？
食べて学ぼう、大地の歴
史～お好み焼き編～

2/7（土）、8（日）
10:00〜13:00

【内容】大地の歴史を学べる三陸の地層を、お好み焼きで表現。具材
を重ねながらジオについて美味しく学ぼう。【参加費】500円
モトNPO法人ACTY・（株）ACプロモートＴ24-7670

アウトドアクッキング
「作って食べよう！ピザ
と魚のスモーク」

2/14（土）、15（日）
9:30〜13:00

【内容】アウトドアでの料理講習会。シーフードピザなどを調理予定。
【参加費】800円モトグリーンハウス八戸Ｔ24-6242（高橋）

種差小児童のアイデアを
生かしたお菓子で種差の
PRを

2/21（土）、22（日）
10：00〜14：30

【内容】種差小学校児童が考案した38種類のお菓子のアイデアから
できた5種類のお菓子の試食会（無料）・販売（100円）モト種差海岸
インフォメーションセンター

種差・階上自然の恵み　
豪快！トレッキング弁当

2/28（土）、3/1（日）
10:00〜14:00

【内容】みちのく潮風トレイルのコース内で獲れる海の幸・山の幸な
どを盛り付け、自分だけのトレッキング弁当を作って食べよう!
【参加費】500円〜モト種差海岸インフォメーションセンター



学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

3030

水産科学館マリエント 休3〜6（館内設備メンテナンスのため）　開９:00〜17:00　Ｔ33‒7800　
Ｆ33‒7801　住鮫町字下松苗場14‒33　ホmarient.org　※3階のみ有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
 「ちきゅう」たんけんクラブニュース

2月企画
「平成26年度をフィー
ドバック及び表彰式」

2/8（日）10:00〜（予定）
5階展望ホール

【内容】26年度最後の活動として1年を振り返り、勉強になったこと、
印象に残ったこと、来年度にやってみたいことなどをグループで楽
しく話し合います。

平成27年度
ジュニア会員募集

【活動内容】科学を学べるさまざまな企画を開催します（月1回程度）。また科学者や、探査船のパイロットか
ら最先端の地球のお話を聞くことができます（年1〜2回）。【対象】小学1年生〜中学3年生【年会費】500円

平成27年度
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、研修会を開
催します（年2回程度）。【対象】高校〜大学の生徒・学生【年会費】1,000円

3
階
展
示
室（
展
示・催
し
）

流氷の天使
クリオネ展 開催中

【内容】北海道立オホーツク流氷科学センター「GIZA」より、貴重な
クリオネを寄贈していただきました。クリオネの天使のような姿と
可愛らしい動きを、ぜひご覧ください。

卒業おめでとう展 2/7（土）〜3/30（月） 【内容】市内小学校の卒業生が見てみたい海の生き物ランキングを展示
魚眼図 随時 【内容】水槽の中から皆さんを水中カメラで撮影します。
サケ成長日記 5月の放流まで（予定） 【内容】サケの赤ちゃんが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
を食べる姿をご覧になれます。

「
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

「節分ツリー」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
ち落とす様子をご覧になれます。

★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

地震津波写真展
（予定）

【内容】東日本大震災から4年が経過することから、震災を風化させないために、過去に襲った地震・津
波の被害と津波の脅威を記録した写真、当時の新聞などを展示します。

「マリエント市」
出展者募集

【内容】毎年大好評。５月連休期間に開催する「マリエント市」の出展者を募集しています。お問い合わせ・
お申し込みはマリエントまで。

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・内容など

市民パソコン教室③

【日時】2/12（木）、13（金）13:30〜16:30【内容】文書作成、インターネットなどの基礎実習【講師】パ
ソコンインストラクター【対象】18歳以上の社会人【定員】20人（応募多数の場合抽選）【申し込み方法】
2/3（火）まで（必着）に氏名（ふりがな）、性別、住所、電話・FAX番号、Ｅメールアドレスを記入し、「市
民パソコン教室③受講希望」と明記し、往復はがき、FAXまたはＥメールで総合教育センターへ
〶031-0803諏訪一丁目2-41Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp

市民英会話教室③

【日時】2/12（木）、13（金）18:00〜20:00【クラス・内容】▷初級：自己紹介、ゲーム活動など▷中級：語
彙増強、ディベートなど▷上級：テーマ別会話など【講師】外国語指導助手（ALT）【申し込み方法】2/4（水）
まで（必着）に氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、Eメールアドレス（または電話番号かFAX番号）、初・
中・上級のいずれかの希望クラス、学びたい内容・要望などを明記し、Eメール、FAXまたははがきで�
八戸市教育委員会教育指導課へ〶031-8686内丸一丁目1‒1Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp
Ｔ43-9519Ｆ47-4997　※抽選などはなく、申込者を受講者とします。

八戸公園 三八五・こども館 休2、9、16、23　開９:00〜17:00　Ｔ96‒3480　Ｆ96‒4631
住十日市字天摩33‒2　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
サクラの杜　くらふとらんど（手づくり教室）

森のバレンタイン工作 2/8（日）10:00〜12:00 【内容】公園の木の実を使ったバレンタイン工作です。【対象】小学生
以下【定員】20人（当日受付・先着順）

おひなメダルをつくろう 2/22（日）10:00〜12:00 【内容】公園の木を使っておひなさまを作ります。【対象】小学生以下
【定員】20人（当日受付・先着順）


