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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、無料です。
●�各施設の入館料は、一覧表をご覧ください。

12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
※市内在住の高齢者（65歳以上）は半額
※�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

史跡根城の広場 休14、21、24、27～31　開9:00~17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756
住根城字根城47　ホhachinohe-cb.jp/nejo/　※入場料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
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！（2日前までに予約してください）
八幡馬の絵付け
（クラシックコース） 【所要時間】約30分【材料費】1,200円

八幡馬の絵付け
（アレンジコース） 【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
えんぶり人形の各種絵付け
（太夫、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

南郷歴史民俗資料館 休14、21、24、27～31　開9:00~17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷大字島守字小山田7‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/nango/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
企画展「なつかしいこども
のせかい展」 3/27（日）まで 【内容】子どもの衣服や懐かしいおもちゃ、学校で使った教材などを展

示しています。昭和の子どもの遊びが体験できるコーナーもあります。

しめ飾り作り 12/5（土）9:00～12:00 【内容】お正月のしめ飾りを作ります。※動きやすい服装でお越しく
ださい。【講師】滝

たきさわ

沢カチ氏【定員】10人【申込開始日】11/25（水）

八戸市博物館 休14、21、24、27～31　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　ホhachinohe.ed.jp/haku/　※入館料あり

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」 12/12（土）～1/17（日） 【内容】新春の干支「さる」に関する資料を紹介します。博物館ならで
はの視点から、いろいろな「さる」を見付けてみませんか？

市民講座 12/12（土）13:30～15:30 【演題】八戸・根城のお殿様【講師】当館学芸員【定員】60人

博物館クラブ 12/13（日）10:00～12:00 【内容】しめ飾り作り【講師】寿の会【対象】親子、一般【定員】20組
【参加費】200円

根城史跡ボランティア募集 【内容】史跡根城の広場などでガイドするボランティアを募集しています。興味がある人は博物館職員
にお気軽にお声掛けください。

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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八戸市美術館 休1～18、21、28～31　開9:00~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住番町10‒4　ホcity.hachinohe.aomori.jp/art/　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など
特別展

「魔法の美術館」 12/19（土）～2/7（日） ※詳しくは30ページをご覧ください。

八戸リサイクルプラザ 休7、14、21、28～31　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

押し花入りはがき作り教室 12/12（土）10:00～12:00
【内容】押し花の入ったはがきを作ります。【定員】
4人【持ち物】タオルまたは手ぬぐい1枚、ビニー
ル袋2枚【申込期間】11/24（火）～開催日の前日

ペットボトル正月飾り作り
教室 12/13（日）10:00～12:00

【内容】ペットボトルで正月飾りを作ります。
【定員】4人【持ち物】500mlのペットボトル1本
【申込期間】11/24（火）～開催日の前日

エコ素材でクリスマス
ツリー飾り作り教室 12/19（土）9:00～12:00

【内容】ダンボール、ペットボトルなどでクリス
マスツリー飾りを作ります。【定員】4人【持ち物】
500mlのペットボトル1本【申込期間】11/24
（火）～開催日の前日

エコ布ぞうり作り教室 12/20（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、
30cm定規【申込期間】11/24（火）～開催日の前日

八戸公園内 三八五・こども館 休7、14、21、28～31　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・対象など　
サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）　※申込不要・当日受付
木の実で作る森のオーナ
メント 12/6（日）9:45～12:00 【内容】八戸公園の木の実を使った季節工作で、かわいい森のオーナ

メントを作ります。【対象】小学生以下【定員】30人

どんぐり村のクリスマス 12/20（日）9:45～12:00 【内容】公園の木や木の実を使って、リースや土台を可愛く飾り付け
します。【対象】小学生以下【定員】30人

青葉湖展望交流施設山の楽校 休7、14、21、28～31　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・対象など
干しりんごの楽校 12/� 6（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円
布編みスリッパの楽校 12/13（日）9:00～15:00 【参加費】3,000円
おせちの楽校 12/20（日）9:00～12:00 【参加費】3,000円
冬至そばの楽校 12/22（火）9:00～12:00 【参加費】1,000円
年越しそばの楽校 12/23（水・祝）9:00～12:00 【参加費】1,000円～1,200円

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休14、21、24、27～31　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392　
住是川字横山1　ホkorekawa-jomon.jp　※入館料あり
分館（縄文学習館）Ｔ96‒1484　※入館料なし

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

考古学講座 12/5（土）14:00～16:00
【演題】食の多様性と縄文考古学【講師】羽

は ぶ

生淳
じゅんこ

子氏（総合地球環境学
研究所教授・カリフォルニア大学バークレー校教授）【定員】100人
【持ち物】筆記用具【申込締切日】12/4（金）

縄文土器の拓本教室 12/19（土）9:30～12:00
【内容】縄文土器に描かれているきれいな文様を墨で写し取って拓本
を作ります。※当日は汚れてもよい服装でお越しください。【定員】
30人【持ち物】筆記用具【申込締切日】12/18（金）

パネル展
「伝える－大正・昭和初期の
是川遺跡記録写真－」

12/19（土）～3/21（月）
【内容】是川遺跡は、地元の泉山岩次郎・斐

あや

次郎兄弟によって、大正末
期から発掘が行われ、国内外に知られるようになりました。泉山兄
弟が残した写真から当時の発掘を振り返ります。

冬季日曜日縄文体験
コーナー

12/6～20の毎週（日）
9:30～15:00

【内容】火起こし、土器の文様拓本、編
あんぎん

布編み、琥珀勾
まがたま

玉・滑
かっせき

石勾玉作り
※粘土を使う体験は要相談【参加費】200円～1,000円（入館料別途）

押し花入りはがき

そば作りの様子

ペットボトル
正月飾り

クリスマスツリー飾り
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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7、14、21、29～31　開8:30～17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132
住類家四丁目3‒1　ホkagakukan-8.com　※プラネタリウムは有料

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

プラネタリウム
  有料 

12/5（土）～28（月）
【内容】冬のきれいな星座たち（35分）

12/12（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】白くまになりたかった子ども
17:30～ 【内容】プロフェッショナル仕事の流儀�競馬調教師�藤

ふじさわ

澤和
か ず お

雄の仕事

夜のプラネタリウム
17:00～（英語版） 【内容】冬のきれいな星座たち
18:00～（日本語版） 【内容】冬のきれいな星座たち

市民星空観望会 17:00～18:45 【内容】冬の星空（二重星・プレアデス星団　ほか）
12/26（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】アテルイ
17:30～ 【内容】オペラ全集15　歌劇「道化師」レオンカヴァッロ

夜のプラネタリウム
17:00～（日本語版） 【内容】冬のきれいな星座たち
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（冬の星座・二重星　ほか）

映像利用学習会 12/19（土）13:00～16:00
【内容】～戦後70年を振り返る～映画「樺太1945年夏氷雪の門」を
語る【講師】熊

くまがい

谷拓
た く じ

治氏（映画評論家）※申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会

12/17（木）13:30～16:00
八戸市立図書館　2階集会室

【内容】ビデオ上映「世界遺産��第18巻イラン／パキスタン」
※申込不要

おたのしみ劇場
①12/6（日）②12/13（日）
③12/20（日）�
10:00～11:00

【内容】①ナイチンゲール物語／チャ―リィとこぐまのミモ3②まん
が偉人物語�聖徳太子／チャ―リィとこぐまのミモ4③みにくいあひる
の子・まほうのソーセージ／きょうはなんてうんがいいんだろう

冬休みおたのしみ劇場 10:00～16:00 【実施日・内容】12/23（水・祝）～1/13（水）の冬休み期間は、いろい
ろなアニメなどを上映します（休館日は除く）。

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）10:00～16:00
※12/23（水・祝）～1/13（水）は、
　休館日以外は開催します。

【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
※申し込み不要で、小学3年生以下は保護者同伴

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

10月3日（土）・4日（日）に開催された、かがくかん祭に行ってきました!いろいろな実験や工作が行われました。
3日には、福祉体育館（科学館隣）で、テレビでおなじみのくぼたまさとさんの工作ショーが行われ、的当ゲー
ムや手作り巨大風船のリレー対決で大いに盛り上がり、会場は笑いの渦に包まれました！

第5回かがくかん祭に行ってきました!

自分で作った空気砲で的を倒したよ！

ぶんぶんごまを
作りました！

手作り巨大風船でリレー対決！

科学館キッズ工房
スライムボール作り 完成しました！

ぷにぷにして、
不思議な感触！

こうみちゃん

こかぶくん手回し発電の実験

ハンドルを
回すと光って、
びっくり！

エネルギー実験教室
工作ショー

み
ん
な
、

楽
し
そ
う
だ
ね
！
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八戸市立南郷図書館 休24、28～31　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・対象など
クリスマス特集 12/1（火）～27（日） 【内容】クリスマスに関する本を集めて展示・貸し出しします。

話題の本ぴっくあっぷ 12/1（火）～27（日） 【内容】マスメディアなどで話題になった本を集めて展示・貸し出し
します。

南郷名画座タイアップ展示 12/5（土）～20（日）
【内容】「南郷名画座」での上演作品が、1960年代を舞台としている
ので、その頃の小説（主に中間小説）と映画製作者や俳優に関連する
資料を展示・貸し出しします。

ツリーのかざりを作ろう 12/13（日）14:00～15:00 【内容】クリスマスのツリーに飾るオーナメントを作るイベントです。
※申込不要

第13回スウィングベリー
でおはなし会 12/23（水・祝）10:30～12:00 【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。※申込不要

貸出数と貸出期間の変更

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

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

八戸市図書情報センター 休24、28～31　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・対象など

原作一気読み！ 12/1（火）～27（日） 【内容】テレビや映画などで映像化された作品の原作本やDVD、こ
れから映像化される予定の原作本を展示・貸し出しします。

クリスマス絵本 12/1（火）～27（日） 【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・ウインターソング特集」 12/1（火）～27（日） 【内容】クリスマス・ソングを中心に冬に聴きたい曲を展示・貸し出し

します。

貸出数と貸出期間の変更

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

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

八戸市立図書館 休24、28～31　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

ハッピー♪クリスマス 11/25（水）～12/23（水・祝） 【内容】クリスマスに関する料理本やＣＤ、絵本などを展示・貸し出
しします。

しかけ絵本展 12/1（火）～27（日） 【内容】さまざまなしかけが楽しい絵本を展示します。

季節を楽しむ 12/1（火）～27（日） 【内容】冬を楽しむための本を展示・貸し出しします。

本屋大賞展 12/12（土）～1/11（月・祝） 【内容】過去の本屋大賞受賞作品およびノミネート作品を展示・貸し
出しします。

平成27年度
第7回市史講座

12/13（日）10:00～12:00
2階　集会室

【演題】八戸考古学研究のあゆみ【講師】工
く ど う

藤竹
たけひさ

久氏（前八戸市博物館
長）【定員】50人※申込不要

冬休みおすすめ本 12/19（土）～1/11（月・祝） 【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 12/19（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を行います。【対象】
4歳以上（お子さんは保護者同伴）【定員】80人※申込不要

貸出数と貸出期間の変更

年末年始の休館に伴い、次の期間中、貸出数と貸出期間を変更します。

雑誌スポンサーを
随時募集しています

【内容】事業者に雑誌の購入代金を負担してもらい、雑誌最新号のカバーに事業者名と広告を表示しま
す。【募集範囲】企業、商店、団体など（個人は除く)【スポンサー誌の種類】図書館が選定した雑誌リスト
から選択【広告表示期間】１年間【雑誌購入費の支払方法】事業者が図書館指定の雑誌納入業者に直接支
払う【広告表示個所およびサイズ】雑誌カバー表面にスポンサー名、カバー裏面に広告（表面縦約4cm
×横13cm、裏面雑誌の縦横の寸法未満）

対象 期間 貸出数 貸出期間
図書・雑誌 12/14（月）～27（日） ８冊 3週間
ＡＶ資料 12/21（月）～27（日） ２点 2週間
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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8、31　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

幻想スクエア2016
プロジェクションマッピング
制作ワークショップ

12/5（土）・6（日）
①10:30～12:00
②13:30～15:00
５階　共同スタジオ
※計4回。1回のみ参加可

【内容】3月に、市民みんなで作った3Ｄプロジェクションマッピング
作品が、はっち裏の番町スクエア壁面に大きく映し出されます。そ
の作品を作るワークショップを行います。【対象】親子、一般（2人1組）
【定員】各回10組【申込締切日】12/2（水）

はっちがずっぱど南部弁

【第一章】12/5（土）
①15:30～・はっちひろば
②18:30～・シアター2
【第ニ章】12/6(日）
①15:00～②19:00～
シアター2

【内容】八戸市郷土史家正
しょうぶけ

部家種
たねやす

康氏の命日にちなみ、味わい深い�
南部弁の魅力を、第一章は柾

ま さ や の ぶ お

谷伸夫氏の演出による方言サミット、�
第ニ章は十

とうかいちしゅうえつ

日市秀悦氏の演出によるバラエティーシアターでお楽し
みください!【定員】各120人（シアター2のみ）【料金】▷5日②要整理券、
▷6日各回一般1,500円、高以下1,000円（当日500円増）
※1階インフォメーションで配布・販売

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

12/9（水）19:00～20:00
１階　はっちひろば

【内容】毎月はっちひろばを舞台に、市内外で
活動をしているパフォーマーたちによるライ
ブを開催します。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

12/20（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、はっちでさまざま
な日本文化が楽しめます。
今月は、池坊八戸支部による生け花体験や�
茶道宗

そうへん

徧流青森支部審
しんしん

心会によるお茶席など
を実施します。【参加費】一部、実費負担

 はっちのクリスマス
クリスマスツリー・
リース展示

12/1（火）～25（金）
１階　はっちひろば　ほか

【内容】今年もはっちひろばに大きなクリスマスツリーが出現、写真撮影
スポットにお薦め。※12/1（火）17:15からツリー点灯式を行います。

照明雑貨展
とんほわ

「トゥインクル」
12/9（水）～25（金）
1階　ギャラリー1 【内容】クリスマスの雰囲気にぴったりの照明雑貨を展示します。

ワークショップ 12/12（土）・23（水・祝）
12:00～16:00 【参加費】300円

フランス料理店「origo」
の店主に教えてもらう
クリスマス料理教室

12/13（日）
①10:00～②14:00～
4階　食のスタジオ

【内容】ポテトグラタンやビーフステーキなどクリスマスパーティー
メニューを作ってみませんか。野菜の扱い方やステキに見える盛�
り付け法など、ホームパーティー術を学びましょう。【講師】豊

とよかわ

川智
さとし

�
（origo）【定員】各回10人【参加費】1,000円【申込締切日】12/9（水）
※1階インフォメーションで受付

からくりアート展2015
12/18（金）～23（水・祝）
10:00～18:00
（最終日は17:00まで）
1階　シアター1

【内容】木のからくり展示・販売のほか、映像とからくりを組み合わ
せた新感覚の「遊べるゲーム」もあります。

クリスマス
2DAYSコンサート

12/19（土）・20（日）
①11:00～②18:00～
1階　はっちひろば

【内容】クリスマスコンサートを2日間開催します。
【出演】▷19日①八戸聖ウルスラ学園音楽科生②Joyful�Songs
▷20日①バトンチームAries②木

きのした

下和
かずひこ

彦氏（八戸学院短期大学幼児
保育学科講師）

市民公募企画①
「神秘展」

11/28（土）～12/7（月）
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イラストレーション作品を展示
します。

市民公募企画②
「LEDクリスマスランプを
作ろう」

12/14（月）～20（日）
①10:00～13:00
②14:00～17:00
2階　ギャラリー2

【内容】LEDを使ったクリスマスランプを作るワークショップを実施
します。ランプは、スパンコールやオーナメントで飾り付けします。
【参加費】1,000円

こどもはっち 休8、29～31　開9:30~16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1
ホkodomohacchi.com　※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・対象など　　

こどもはっち
クリスマスパーティー

12/20（日）10:30～12:00
※受付9:30～
5階　共同スタジオ

【内容】スペシャル企画のケーキデコ、あんぐり食べよう丸ごとチキ
ンなどの楽しいイベントを盛り込み、クリスマスパーティーを開催
します。【対象】就学前のお子さんをもつ親子【定員】20組
【参加費】1組500円【申込開始日】11/20(金)

こどもはっち
クリスマス会

12/23（水・祝）10:30～12:00
※受付9:30～
1階　はっちひろば

【内容】クリスマススペシャルステージをご家族でお楽しみください。
サンタさんも登場します。【対象】就学前のお子さんをもつ親子
【定員】60組【参加費】1組200円【申込開始日】12/1(火)

ストリート投げ銭ライブ
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種差海岸インフォメーションセンター 休29～31　開9:00~17:00　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

お母さん教えて♪
五枚おろしってなあに？ 12/6（日）10:00～13:00

【内容】種差漁港で水揚げされたばかりの新鮮なお魚を、漁港のお母
さんたちに教わりながら五枚におろして豪快に食べます。【対象】小
学生以上（保護者同伴）【定員】20人【参加費】1,000円

「TANECHAN」（2015.10
～2016.03秋・冬号）発行

【内容】当センターで発行している旬の話題が盛りだくさんな情報誌です。【配布場所】市庁本館・別館1
階、はっち、当センター

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）　※利用状況につき、実施できない場合があります。
クリスマスオーナメント
作り

12/25（金）まで
9:00～15:00

【内容】松ぼっくりや貝殻を利用して自分だけのクリスマスオーナメ
ントを作ります。【参加費】100円

八戸市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
12
月
の
企
画
展

マリエントコレクション
2015

（マリコレinクリスマス）
～最先端のファッショナ
ブルな生き物たち展～

12/27（日）まで
3階

【内容】見た目が派手な、そして華やかなファッションを身にまとっ
た魚たちがランウェイを歩き出します。生き物たちがドレスアップし、
クリスマスパーティーを繰り広げているような、にぎやかで温かい
雰囲気の水槽展示をお楽しみください。

夜のマリエント 冬
12/19（土）～27（日）
17:00～20:00
3階

【内容】ランタンを手に、マリエントの夜を探
検しましょう。水槽照明による幻想的な世界
をご覧ください。クリスマスお菓子くじもあ
ります。

12月「ちきゅう」たんけんクラブ企画
はちのへ「ちきゅう」
情報館8周年記念式典

12/6（日）10:00～
3階　ウミネコシアター

【内容】マリエント3階常設コーナーの、はちのへ「ちきゅう」情報館が、
12月1日で開館8周年を迎えることを記念し、式典を開催します。

マリエント「ちきゅう」 
たんけんクラブ・
シニア『海洋・地球
科学研修』

12/21（月）～23（水・祝）

【内容】マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ・シニアの企画として、
「海洋・地球科学研修」を行います。今回の研修はJAMSTECの横須
賀本部および横浜研究所を訪問し、現場で“本物”を体感しながら海
洋・地球科学分野の世界最先端技術や成果を学習します。

３
階 サケ成長日記 5月の放流まで 【内容】新井田川漁業協同組合からいただいたシロザケの受精卵の孵

化から放流までを、「サケ成長日記」と題して飼育・展示を行っています。
　 「
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

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。撮影した写真はマリエントホー
ムページから自由にダウンロードできます。

デンキウナギで
「クリスマスツリー・
雪の結晶のイルミ
ネーション」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。

「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くだ
さい。

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
砲を飛ばしてエサを撃ち落とす様子をご覧く
ださい。

★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 写真サークル

「はちどり」写真展 12/19（土）まで
【内容】「はちどり」は、八戸市を中心に活動している写真サークルです。
動物・人物・風景・アートなど、さまざまな視点で撮影活動を行い、1
年に1回写真展を開催しています。マリエントでの開催は初めてです。

「ハガキにかこう海洋
の夢コンテスト」
入選作品展

12/22（火）～1/31（日） 【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。

体験販売コーナー さまざまな体験コーナーを開催します。詳しくはマリエントホームページをご覧ください。
雛人形を募集します 使われなくなった雛人形を、もう一度マリエントで飾りませんか。

ガラ・ルファ水槽
く
す
ぐ
っ

た
い
♪

ハイ !チーズ !

夜のマリエント


