
30

史跡根城の広場 休9、16、23、30　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
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、16、23、30　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
「えんぶり展」
「ひな人形展」

3/8（日）まで

【内容】「えんぶり展」…えんぶりの起源を記す秘蔵
の巻物や、明治初期のえんぶり組の旗などでえん
ぶりを紹介します。
「ひな人形展」…八戸の商家に江戸時代から伝わる
ひな人形と、個性豊かな東日本各地の郷土びなを、
約200点余り展示します。

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。

3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。

こどもはっち 100円 障がい者は半額

南郷歴史民俗資料館 休9、16、23、30　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。

待ちわびた春が、
もうすぐそこまで
来ているね!

芝原（しばら）人形
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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
はちのへ雛めぐり

展示
2/28（土）～3/22（日）
9:00～18:00
3階　ギャラリー3

【内容】更上閣・南部会館でのひな人形
展示との連携企画として、世代を超え
て愛されてきたひな人形を展示します。

なりきりひなまつり 3/1（日）10:00～14:00
1階　はっちひろば

【内容】衣装を着て、お内裏さまやおひ
なさまになりきることができます。自
由に写真撮影ができます。2歳未満の
お子さんには、顔出し写真コーナーも
あります。【対象】2歳～小学2年生

第三回はちのへ演劇祭
　上演作品
　　「はっちのえんげきさい」
　脚本・演出
　　中

なかやしきのりひと

屋敷法仁氏（劇作家）

3/1（日）～8（日）※10回公演
（5日のみ休演）
2階　シアター2

【内容】八戸の街がうごき出す、出会いと交流の物語。中屋敷法仁さ
んを迎え、一般公募の役者たちとひとつの舞台を作り上げます。
【入場料（前売り）】一般1,200円、高校生以下700円（当日券は300円
増しになります。）
※チケットは、1階インフォメーションで販売
※上演時間については、館内チラシ、ホームページでご確認ください。

ベヒシュタインピアノ
リレーコンサート

3/7（土）、8（日）
10:00～16:00
1階　はっちひろば

【内容】市内音楽教室に通う生徒さんたち
によるピアノリレーコンサートです。日々
の練習の成果と、ピアノの名器「ベヒシュ
タインピアノ」の魅力を存分にお楽しみく
ださい。
スペシャルゲスト:佐

さ と う し ん ご

藤慎吾氏（7日
16:00～）、豊

と し ま

嶋裕
ひ ろ こ

子氏（8日16:00～）

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

3/11（水）、18（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。

手
て し ご と び と

仕事人の
小さな暮

く

らふと市

3/21（土・祝）、22（日）
10:00～17:00
1階　はっちひろば、ギャラリー1、
シアター1

【内容】八戸近郊でこだわりのものづくりを
している作家によるミニクラフト市です。革
小物、フェルト、服飾、天然石、アクセサリー、
陶器など、オリジナル作品がいっぱい!

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

3/15（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、裏千家武

た け わ

輪社
しゃちゅう

中による�
お茶席と草

そうげつ

月会青森県支部によるいけ花�
体験を行います。【参加費】一部、実費負担
のものあり（材料費など）

八戸市美術館 休9、16､23~31　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
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～」 3/22（日）まで 【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。

3月の市民ギャラリー
①2/28（土）、3/1（日）� 第45回是川中学校木彫・テラコッタ展
②3/6（金）～8（日）� 第10回三戸シャッタークラブ写真展
③3/13（金）～15（日）� 第43回八戸臨

りんせんかい

泉会書展・第66回八戸臨泉会学生書道展

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

石巻ワタノハスマイル
～笑顔になったガレキた
ち～in八戸

3/7（土）～15（日）
10:00～17:00
1階　シアター１

【内容】東日本大震災で被災した宮城県石巻の渡
わたのは

波地区の子どもたち
が、海の漂流物などから作ったおもちゃで地域の復興を願ったプロ
ジェクト「ワタノハスマイル」の展示を行います。また、市内の子ど
もたちの作品も展示します。

親子でお茶会
3/15（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
抹茶と和菓子をいただきます。
【定員】各回2組【参加費】200円
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八戸市立図書館 休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　ホlib.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

新社会人に贈る本 2/28（土）～3/30（月） 【内容】この春、新社会人になる人や新しい生活を始める人に役立ち
そうな本を展示・貸し出しします。

ロングセラー絵本展 2/28（土）～3/30（月） 【内容】世代を超えて、たくさんの人に読みつがれてきたロングセラー
絵本を展示・貸し出しします。

春休みおすすめ本 3/14（土）～4/10（金） 【内容】小学生、中・高校生向けのおすすめ本を展示・貸し出しします。

緑と触れ合う 3/14（土）～4/10（金） 【内容】園芸・ガーデニング・自家用畑栽培まで、手軽に始める手助け
となるような本を展示・貸し出しします。

「 新編八戸市史 」最終巻、
「八戸藩遠山家日記」第三・
四巻刊行のお知らせ

「新編八戸市史」の最終巻となる「通史編Ⅰ�原始・古代・中世」を刊行します（遺跡発掘調査や古文書な
どから分かる当時の様子などを掲載）。また、『八戸の歴史双書』復刻シリーズ「八戸藩遠山家日記」の
続刊として、第三巻と第四巻を刊行します（それぞれ文化13年～文政4年、文政5~10年の日記を活字
化したもの）。【定価】新編八戸市史通史編:各3,080円、八戸藩遠山家日記:各2,570円【取扱場所】市内
各書店、市史編纂室、博物館　問図書館市史編纂室ＴＦ73-3234

八戸市立図書情報
センター

休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

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

スタッフおすすめ図書 2/28（土）～3/30（月） 【内容】スタッフが選んだジャンル別のおすすめ図書を展示・貸し出
しします。

スタッフおすすめ絵本 2/28（土）～3/30（月） 【内容】スタッフが選んだおすすめ絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「年度ランキング」 2/28（土）～3/30（月） 【内容】26年度の貸出回数が上位のCDを特集します。

八戸市立南郷図書館 休23、31　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

わたしたちに会いに来て 2/28（土）～3/30（月） 【内容】新着図書として受け入れ後、未読のままの本を展示・貸し出
しします。

MOE絵本屋さん大賞展示 2/28（土）～3/30（月） 【内容】雑誌「MOE」の絵本大賞をもとに集めた絵本を展示・貸し出
しします。

八戸の20人 2/28（土）～3/30（月）
【内容】南郷区を中心に今年度八戸市でご活躍した方々、馴染みのあ
る企業の方々に、南郷図書館蔵書の中から推薦してもらった図書を
コメント付きで展示・貸し出しします。

かみしば!! 2/28（土）～3/30（月） 【内容】おとぎ話やとんち話など、紙芝居を一挙に展示・貸し出しします。

「1日体験！図書館司書」
小・中学生募集 3/21（土・祝）10:00～12:00 【内容】図書館の仕事を体験したい小・中学生を募集します。実際に

本の貸し出しなどを行います。

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
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）
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! 随時　種差天然芝生地 【内容】3月の芝生地では「フクジュソウ」が出迎えてくれるかも。
館内を冒険しよう! 随時 【内容】暖かい館内で八戸・階上の自然について学ぼう。

おひなさまを作ろう! 随時 【内容】貝殻を使って千代紙やビーズでおひなさまを作ろう。【参加費】
100円

手作りミニチュアランド
セルを作ろう! 随時 【内容】色とりどりの紙でミニチュアランドセルを作ろう。【参加費】

100円

春の息吹を感じよう!
淀の松原トレッキング

3/21（土・祝）
11:00～13:00

【内容】「淀の松原」の春へ向かう季節の移ろいを、トレッキングで感
じてください。【コース】種差海岸インフォメーションセンター～深
久保漁港～種差海岸インフォメーションセンター（往復:約2.6km、
約2時間）【定員】15人【参加費】500円

企画展　国立公園の春を
探そう「春の渚」 3月~4月 【内容】ウミネコが産卵のために蕪島へ帰ってくる春、雪解け水が勢い良

く流れる階上岳の春。国立公園内で見られるさまざまな「春」を紹介します。
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八戸公園 三八五・こども館 休2、9、16、23、30　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（手づくり工作教室）

森のフォトフレーム工作 3/8（日）10:00～12:00 【内容】公園の木や木の実を使ったフォトフレーム工作です。
【対象】小学生以下【定員】25人（当日受付）

どんぐり村の春まつり 3/22（日）10:00～12:00 【内容】公園の木や木の実を使った工作です。【対象】小学生以下
【定員】25人（当日受付）

八戸公園 休2、9、16、23、30　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・対象など

園芸教室
「春に咲かせるバラ作り」

3/8（日）13:00～16:00
緑の相談所

【内容】ローズガーデンで剪定の屋外実習を予定して
います。【講師】阿

あ べ ふ み お

部文雄氏（八戸ばら会）【定員】40人�
※皮手袋を持っている人は持参してください。

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
3/14（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ワイワイ動物DVD　かわいい動物大集合！
17:30～ 【内容】カリーナの林檎

夜のプラネタリウム 17:00～（英語版）
18:00～（日本語版） 【内容】Constellation�Tales�～星座物語～

市民星空観望会 18:00～19:45 【内容】早春の星空（木星・金星・プレアデス星団）
3/28（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】にじいろのさかな～ゆうじょう編～
17:30～ 【内容】オペラ全集　歌劇「トゥーランドット」

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「春の星空」（生解説）

市民星空観望会 18:30～19:45 【内容】早春の星空（月・木星・冬の大三角・春の大三角）

プラネタリウム　
� 有料 
（30ページをご覧ください）

3/1（日）～31（火）
【内容】Constellation�Tales
　　　～星座物語～

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用
一般

11:00
13:30
15:00 一般

※�3/27（金）～4/6（月）は、1日
4回一般投影を行います。

特別プラネタリウム
「季節の星空散歩」（無料） 3/8（日）13:30～ 【内容】春の星空（生解説）

科学館KIDS工房

毎週（土）（日）（祝）
10:00～16:00
（受付終了15:45）
※3/27（金）～4/6（月）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

春休みおたのしみ劇場 3/27（金）～4/6（月）
10:00～16:00 【内容】さまざま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】
▷3/1（日）イソップ物語「森のばん人」ほか
▷3/8（日）ぞくぞく村のオバケたち、幽霊屋敷
▷3/15（日）トムとジェリー「トラになったトム」ほか
▷3/21（土･祝）山ねずみロッキーチャック、エブとフロー「新しいオモチャ」ほか　
▷3/22（日）エブとフロー「イルカの恩返し」ほか、イソップワールド「クックが生んだ金の卵」

27年度八戸少年少女
発明クラブ員募集

【内容】アイディアやものづくりの基礎を学び、発明くふう展、科学の祭典、ロボコンなどに参加します。
【対象】市内の小学3年生～中学3年生【定員】40人【参加費】6,800円（年会費）【申込方法】3/29（日）午
前9時に、申込書（児童科学館で配布）を、直接提出してください。申し込み多数の場合はその場で抽選
となります。定員に満たない場合は、定員に達するまで随時受付（先着順）を行います。
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水産科学館マリエント 休なし　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
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 3/30（月）まで 【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ベスト
10を展示しています。

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。

久
く ぼ た

保田政
ま さ こ

子と“カメ吉”
を描く 
～“アオウミガメ カメ
吉”と“もぐらんぴあ”
ありがとう企画～

4/25（土）、26（日）
10:00～12:00

【内容】震災を乗り越えて、「もぐらんぴあ・まちなか水
族館」から預かっている“もぐらんカメ吉”をテーマと
した絵画教室を開催します。完成した作品は、期間限
定の特別展示としてマリエントに展示します。（展示
は夏休みを予定）【講師】久保田政子氏（画家）

「
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「お
ひなさまツリー」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。

★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 3/22（日）まで 【内容】震災を風化させないために、過去に八戸を襲った地震・津波の被害と
津波の脅威を記録した写真や当時の新聞などを展示しています。

「マリエント市」開催 5/2（土）～6（水・祝）
9:00～16:30

【内容】「震災を乗り越えて～未来への絆～」をテーマに、マリエント市を開
催します。

平成27年度　4・5階展示
ホール利用者募集

【内容】作品発表の場を提供するために展示ホールを貸し出しします。詳しくはマリエントまでお問い
合わせください。

「ちきゅう」たんけんクラブニュース
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

八戸リサイクルプラザ 休2、9、16、23、30　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 日時・場所 内容・定員・対象など

フェルト動物作り教室 3/7（土）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】2/22（日）～3/6（金）

新聞紙バッグ作り教室 3/8（日）10:00～12:00 【内容】新聞紙でバッグを作ります。【定員】4人【持ち物】新聞紙（2日
分）、30㎝定規【申込期間】2/22（日）～3/7（土）

草木染め教室 3/14（土）9:30～12:00
【内容】染料に玉ねぎの皮を使って布を染めます。【講師】天

あまない

内みどり
氏【定員】10人【持ち物】玉ねぎの皮5～10個分、石ころ10個（直径1
㎝～2㎝）、使い古しのタオル1枚【申込期間】2/22（日）～3/13（金）

エコ布ぞうり作り教室 3/15（日）、21（土・祝）
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、30cm定規【申込期間】2/22（日）～各開催日の前日

青葉湖展望交流施設山の楽校 休2、9、16、23、30　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
そば打ち体験楽校 8日（日）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円

黒豆・六穀・こうじ味噌の
楽校 22日（日）9:00～12:00 【参加費】5,000円～6,000円

もぐらんカメ吉
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八戸学院大学人間健康学部・短期大学看護学科
公開講座
日時3/7（土）14:00～17:00場所八戸商工会館内容「自
己の健康を見つめ、明日を豊かに生きる」をテーマに、4
人の専任教員による講演。学生による健康調査や運動、
介護などに関係する発表参加費無料※申し込み不要
問八戸学院大学・八戸学院短期大学地域連携研究セン
ターＴ25-2789Ｆ25-1968
Ｅresearch@hachinohe-u.ac.jp

「外国人に教える日本語」講座
日時3/10、17、24、31（各（火）・全4回）18:30～20:30
場所総合福祉会館「はちふくプラザねじょう」内容外国
人への日本語の教え方を学ぶ日本人向けの講座参加費
1回500円モトNPO法人みちのく国際日本語教育セン
ターＴ080-6051-3109（馬場）、080-6026-3109（明
日山）

あおもり県民カレッジ三八地区地域キャンパス
健康講座
日時3/24（火）13:30～15:00場所はっちシアター1 
内容「短命県返上!」をテーマに兼

か ま た お さ み

田修身氏（青森県健康
管理士会会長）による講演参加費無料※当日参加可
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Ｔ090-7330-3514Ｆ34-2620

八戸工業大学「3.11防災フォーラム2015～東日本
大震災復興事業・みんなをつなぐ復興の架け橋～」
日時3/11（水）13:00～16:00場所公会堂文化ホール内
容被災構造物の調査研究、今後の災害に備えた取り組み
についての講演※CPD認定（JCM・JCCA）参加費無料
申込方法申込用紙に必要事項を記入の上、FAXまたは
Ｅメールで申し込み。申込用紙八戸工業大学サテライト

（ヴィアノヴァ北W2F）に設置、また大学ホームページか
らダウンロード可モト八戸工業大学防災技術社会シス
テム研究センターＴ25-8113Ｆ25-1966Ｅkaikaku@
hi-tech.ac.jpホhi-tech.ac.jp

妊婦のためのマタニティービクス参加者募集
日時毎週金曜日13:00～14:30場所西村産婦人科クリ
ニック参加費1回500円（要予約）※他院に通院中の方も
参加できますモト西村産婦人科クリニックＴ22-3901
Ｆ22-3948

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休9、16、23、30　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

ボランティア養成講座
（3月分）

①3/7（土）②3/14（土）
③3/21（土・祝）④3/27（金）
⑤3/28（土）各14:00～16:00
※④は7:30～18:30

【内容】①陶器作り実習1②陶器作り実習2③縄文土器作り④博物館研
修⑤縄文是川ボランティアのこれからを考える※①②③は汚れても
よい服装でお越しください。【持ち物】筆記用具【参加費】①②④は必要
です。

縄文土偶作り教室 3/14（土）9:30～12:00
【内容】粘土を使って縄文土偶作りを体験します。作品は野焼き後、4月
以降の引き渡しになります。【定員】30人（小学4年生以上）【料金】200
円【持ち物】古タオル※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
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）

⓬ ~ ドングリの実を食べてみたよ！～

今回は、11月29日（土）是川縄文館分館にて開催した「ドングリの実を食べる教室」を紹介します。
トチの実と同様に縄文人の大事な食べ物であったと考えられているドングリ。そのままではと
ても苦いので、みんなでアク抜きをし、ドングリを使ったひっつみやコーヒーなどを作り試食
しました。参加した皆さんは、「ドングリは苦いものだと思っていたけど、しっかり加工すれば
香ばしくて美味しい！」と大好評でした。次回の体験教室は3月14日（土）「縄文土偶作り」です。

縄文体験の予約受付中！　問八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館　　Ｔ 38-9511　ふ 96-5392

（上から時計回りに）
ドングリクッキー、
ドングリ豆腐・シダミ、
ドングリコーヒー、
ドングリの実を使っ
たひっつみ

ドングリクッキー作り中☆ ドングリ豆腐作りに挑戦！

　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

受
験
シ
ー
ズ
ン
、み
ん

な
が
ん
ば
れ
る
よ
う
、

い
の
る
ん
も
お
祈
り
し

て
い
る
る
ん
！


