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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!

●�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。

1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1～4、12、18､25　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1～4、12、18､25　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。

八戸市博物館 休1～4、12、18､25　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」 1/17（日）まで 【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 1/16（土）13:30～15:30 【演題】南部昔ッコ【講師】柾
ま さ や

谷伸
の ぶ お

夫（市公民館館長）【定員】60人

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。

こうみちゃんこかぶくん

昆虫採集セット
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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1～4、12、18､25　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
パネル展
「伝える－大正・昭和初期の
是川遺跡記録写真－」

3/21（月・休）まで
【内容】是川遺跡は、地元の泉

いずみやま

山岩
いわじろう

次郎・斐
あやじろう

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、当時の発掘の様子を振り返ります。

滑
かっせき

石でペンダント作り教室 1/9（土）9:30～12:00

【内容】縄文時代のアクセサリーを参考に、
縄文人も使った滑石を自由な形に削って自
分だけのペンダントを作ります。※当日は
汚れてもよい服装でお越しください。【対象】
小学4年生以上【定員】20人【持ち物】古タオ
ル【申込締切日】1/8（金）

考古学講座 1/16（土）14:00～16:00

【演題】土器の発明と縄文クッキーを科学分�
析で探る【講師】國

く に き だ

木田大
だい

氏（東京大学大学�
院人文社会系研究科付属次世代人文学開発
センター特任助教）【定員】100人【持ち物】
筆記用具【申込締切日】1/15（金）

ボランティア養成講座
（①、②/全10回）

①1/23（土）14:00～16:00
②1/30（土）14:00～16:00

①�【演題】縄文是川ボランティアについて【講
師】是川縄文館学芸員【定員】30人【持ち物】
筆記用具【申込締切日】開催日の前日まで
②�【演題】縄文の布を編む実習【講師】縄文
是川ボランティア・是川縄文館学芸員【定員】
30人【持ち物】筆記用具【申込締切日】開催
日の前日まで※当日は動きやすい服装で
お越しください。

冬季日曜日縄文体験
コーナー

1/10～3/27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・滑
かっせき

石の勾
まがたま

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）

縄文体験・展示ガイドの予約受付中 !   モト八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館Ｔ 38-9511Ｆ 96-5392

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。

第17回　粘土で縄文の手形・足形作り！

　秋季企画展「小川原湖周辺の縄文文化」関連イベントとして、赤ちゃん対象の
「粘土で縄文の手形・足形を作ろう!」を開催しました。
　学芸員の解説後、粘土を思い思いの形に整えて、子どもの手や足の形を押して
とりました。
　手形・足形作りは親子で苦戦！力加減が難しくなかなか手足の形をかたどれ
なかったり、粘土の感触に驚いて泣いてしまう赤ちゃんがいたりしましたが、な
んとか上手に仕上げることができました。笑いあり・泣きありのとてもにぎやか
な雰囲気のイベントになりました。

縄
文
人
も
粘
土
で
手
形

や
足
形
を
作
っ
た
り
し

て
思
い
出
を
つ
く
っ
て

い
た
る
ん
♪

是川縄文館マスコット
キャラクター いのるん

親子で力を合わせて完成！せーのっ！

ペタッ！

いのるん通信

この日は１歳の誕生日でした。
おめでとう！

滑石を削っている様子
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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1～3、18、25　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 

1/4（月）～31（日）
【内容】冬のきれいな星座たち（40分）
※1/10、11、16、17は、内容が変更になる
　場合があります。

1/9（土）スペシャルナイト　※申込不要

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】はろ～あにまる大図鑑　日本編（第1部）
17:30～ 【内容】昔あったど（第5弾）（第2部）

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（冬の星座・オリオン大星雲　ほか）
1/23（土）スペシャルナイト　※申込不要

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ぼくへそまでまんが（第1部）
17:30～ 【内容】かっ飛ばせ！ドリーマーズ　カープ誕生物語（第2部）

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（月・オリオン大星雲・冬の大三角　ほか）

冬休み図工教室
サイクロン掃除機をつくろう! 1/9（土）13:30～15:00

【内容】モーターを使用したサイクロン掃除機を制作します。
【対象】小学生～中学生（小学3年生以下は保護者同伴）【定員】20人
【参加費】500円（材料費）※変更になる場合があります。

特別プラネタリウム
「季節の星空散歩」 1/10（日）13:30～14:05 【内容】冬の星空（生解説）※申込不要

わくわくサイエンス
「ガリレオ式望遠鏡を
作ろう！」

1/16（土）13:30～15:00
【内容】望遠鏡の仕組みを学びながら、ガリレオ式望遠鏡を制作します。
【対象】小学生～中学生（小学3年生以下は保護者同伴）【定員】20人
【参加費】500円※変更になる場合があります。

映像利用学習会 1/23（土）13:00～15:00 【内容】2016年天文イベント紹介【講師】根
ね い ち

市満
みつゆき

之氏（八戸天文同好会）
※申込不要

八戸市立図書館
「映像利用鑑賞会」

1/27（水）13:30～16:00
市立図書館　2階集会室 【内容】ビデオ上映「泥棒と殿様　ほか」※申込不要

おたのしみ劇場
①1/17（日）②1/24（日）
③1/31（日）�
10:00～11:00

【内容】①王様の耳はろばの耳・オルフェウスのたて琴／にゃーご
②手塚治虫アニメワールド�アストロボーイ�鉄腕アトム／まめうしくん
③リボンの騎士※いずれも申込不要

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。（休館日除く）※申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）10:00～16:00
※12/23（水・祝）～1/13（水）は
　休館日以外開催

【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）
※1/10・11・16・17は、内容が変更になる場合があります。

時間 火～金 土・日・祝日
10:00

団体専用 一般11:00
13:30
15:00 一般

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2-41Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jpホhachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

ALT（外国語指導助手）と
話そう

1/7（木）・8（金）
①9:00②10:00③11:00
④13:00⑤14:00⑥15:00
（各45分）

【内容】簡単な英会話や英語を用いたゲームを行います。※各回内容が異
なりますので複数希望することができます。【講師】ALT【対象】小・中学
生【申込方法】12/28（月）まで（必着）に、住所、氏名（ふりがな）、性別、学
校名、学年、電話番号（FAX番号）、Eメールアドレス、希望月日、時間帯を
記入し、はがき、FAXまたはEメールで教育指導課へ〶031-8686内丸
一丁目1-1Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jpＴ43-9519Ｆ47-4997

KIDS工房では、いろいろな
ものが作れるよ！
作り方は職員さんが
教えてくれるよ！

アロマゼリー
（芳香剤）

わごむグライダーマカロン
ストラップ

スーパーボール布バッジ プラ板キーホルダーかぶさん
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八戸市立南郷図書館 休1～4、12、29　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
あおもり冬の読書週間　
BOOK福袋 1/5（火）～28（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。
あおもり冬の読書週間
池
いけがみ

上彰
あきら

特集
1/5（火）～28（木） 【内容】時事問題を分かりやすく解説するNHK出身ジャーナリスト・

池上彰さんの著書を展示・貸し出しします。

今年は「さる」が主役 1/5（火）～28（木） 【内容】2016年の干支「さる」が登場する絵本
を集めて展示・貸し出しします。

あおもり冬の読書週間
かくれた絵はなに？ 1/5（火）～31（日）

本・雑誌を貸し出しするたびに合言葉を言って
ください。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。大人の
方もご希望があれば参加していただけます。

貸出数と貸出期間の変更

2/1（月）～3（水）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 1/18（月）～31（日） ８冊 3週間
ＡＶ資料 1/25（月）～31（日） ４点 2週間

八戸市図書情報センター 休1～4、12、29　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

絵本福袋 1/5（火） 【内容】テーマで選んだ2冊の絵本を福袋にして
貸し出しします。

ベストリーダー 1/5（火）～28（木） 【内容】昨年の貸出回数が上位の図書を展示・貸
し出しします。

CD展示コーナー
「2015年貸出ランキング」 1/5（火）～28（木） 【内容】昨年の貸出回数が上位のCDを展示・貸

し出しします。

八戸市立図書館 休1～4、12、29　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
まだまだ新刊！
2015年出版本 12/25（金）～1/28（木） 【内容】2015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。

新成人に贈る本 1/5（火）～28（木） 【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。

イチオシ新書展 1/13（水）～2/11（木・祝） 【内容】時事問題や教養をさまざまな切り口で学
べる、イチオシの新書を展示・貸し出しします。

心に響く、大人向け絵本 1/13（水）～28（木） 【内容】大人にこそ読んでほしい、魅力的な絵本を展示・貸し出しし
ます。

芥川賞・直木賞受賞作品展 1/13（水）～2/11（木・祝） 【内容】第154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。

八戸市美術館 休1～2、12、18、25　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」 2/7（日）まで

【内容】本展は、見て、触って、参加する、超体感型の展覧会です。世
界的に活躍する作家たちが、さまざまな作品を通して新しい表現に
挑戦しています。美術館で、不思議な冬の一日をお楽しみください。
【料金】特別料金です。（　）内は20人以上の料金。一般500円（250）円、
高・大学生300（150）円、小・中学生100（50）円※市内小中学生は�
無料。高齢者（市内65歳以上）、障がい者は半額。

創作講座
「光のふしぎ☆自分だけの
万華鏡をつくろう♪」

1/30（土）10:00～11:00
はっち5階　共同スタジオ

【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ

氏（八戸学院短期大学幼児保育学
科講師）【対象】4歳～9歳程度のお子さんとその
保護者【定員】10組【参加費】500円（材料費）
【申込方法】電話でお申し込みください。
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種差海岸インフォメーションセンター 休1　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
企画展

「冬も楽しめる！種差・階上
の魅力」

1/2（土）～2/29（月） 【内容】「食」「遊び」「見どころ」など、種差・階上の冬の楽しみ方を、地
域の方たちに教えていただきました。

お正月企画
「おサルさんを探せ！」

1/2（土）・3（日）
10:00～14:00

【内容】館内に隠れているおサルさんを探して、巨大ガラポンなどに
挑戦。素敵な景品をゲットしよう。※申込不要

新春
「ジャンボかるた取り大会!」

1/2（土）・3（日）
①11:00②13:00

【内容】芝生地を駆けまわって、ジャンボかるた取り大会をしよう。
上位入賞者には表彰状授与。※申込不要

ジャンボかるたで
福つかめ!

1/16・30の各（土）
11:00～

【内容】芝生地を駆けまわってジャンボかるた取り大会をしよう。福（景
品）付き+上位入賞者には表彰状授与。【参加費】100円※申込不要

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。

ミニ羽子板を作ろう 1/4（月）～20（水）
（受付15:00まで）

【内容】段ボールや松ぼっくりを利用してミニ羽子板を作ります。
【参加費】100円

オニのおめんづくり 1/23（土）～2/3（水）
（受付15:00まで） 【内容】自然物を利用してオニのおめんを作ります。【参加費】100円

松ぼっくりでストラック
アウト

1/23（土）～2/3（水）
（受付15:00まで）

【内容】オニ風船めがけて松ぼっくりを投げます。見事ビンゴで景品
をゲット！【参加費】100円

八戸ポータルミュージアム はっち 休1、12　開9:00~21:00　※1/2・3は10:00～18:00
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

はっちのお正月 1/2（土）11:00～15:30
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、八戸スポーツチームの選手などに
よるアトラクション対決、お正月も楽しい内容盛りだくさんです。

音のスタジオLessonⅢ
コンサート

1/17（日）15:00～17:00
2階　シアター２

【内容】はっちの貸出施設「音のスタジオ」で、音楽などの練習をして
いる方々の成果発表を開催します。

和日カフェ
～日本文化に親しむ日～

1/17（日）10:00～15:00
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、一葉式いけ花
青森県支部によるいけ花作品展や芭

ばしょうりゅうせんちゃどう

蕉流煎茶道�
八戸支部による煎茶道のお茶席などを実施します。
【参加費】実費負担（材料費など）

ストリート投げ銭ライブ
inはっち

1/20・27の各（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
動しているパフォーマーたちによるライブを開
催します。

田
た つ き

附勝
まさる

 写真展
「魚

ぎょじん

人」

１/30（土）～2/21（日）
※初日のみ11:00開場
2階　シアター2

【内容】八戸沿岸部の人々や暮らしを撮影してきた、
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。
【入場料】無料

はっちボランティアガイド
募集中

【内容】はっちでは、館内のボランティアガイドを募集しています。館内スペースなどの説明、観光展
示やイベント案内、館内見学・視察者の案内などを行います。資格、経験は問いません。活動を通して、
まちのおもてなし役になってみませんか。なお、ボランティアガイドとしての研修や練習を行います。
※ボランティア保険あり（費用ははっち負担）。活動1回につき謝礼（交通費程度）として1,000円支給。
【対象】高校生以上（高校生は保護者の同意が必要）【申込方法】電話、FAXまたはEメールで事前に連絡。
その後直接来館していただきます。

こどもはっち 休1、12　開9:30~16:30※1/2・3は10:00～16:30　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　おもちつき 1/10（日）10:30～11:30
5階　共同スタジオ

【内容】ちびっこがはっぴを着ておもちつき体験。ぜひカメラを持って、
ご家族で参加してください。お餅の試食もあります。（無くなり次第
終了）【対象】就学前のお子さんをもつ親子※申込不要

親子でお茶会
1/17（日）
①10:30②10:50③11:10
4階　こどもはっち内

【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】各回親子2組【参加費】200円
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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
１
月
の
企
画
展

お正月特別企画！
「くじら汁とあずき
バットのお振る舞い」

1/1（金･祝）10:00～
5階展望ホール

【内容】新年を祝って、八戸の郷土料理「温かいくじら汁」と「あずき
バット」を振る舞います。八戸港を一望できる展望室で、地元の昔な
がらの味に思いをはせながら、マリエントでお正月をゆっくりまっ
たり過ごしませんか。※なくなり次第終了

紅白水槽
1/1（金･祝）～24（日）
3階

【内容】赤色と白色の色合いの水の生き物を集めた、おめでたい紅白
水槽を展示します。マリエントで新年を祝いましょう。

“申”年にかけて
「さるかに合戦水槽」

【内容】申年にちなみ、水の生き物とカニが同じ水槽の中でコラボし
ます。日本昔ばなし「さるかに合戦」の物語を演出するような様子を、
ぜひお楽しみください。

新春企画！ポエジア
「絵馬の形の干支飾り」

1/1（金･祝）～3（日）
4階

【内容】今年は“申”年！羊毛フェルトを使った、絵馬の形の干支飾り
を作る体験ができます。新たな1年の抱負や、受験生の皆さんも合格
祈願にいかがですか。※材料がなくなり次第終了

1月「ちきゅう」たんけんクラブ企画

「ハガキにかこう海
洋の夢コンテスト」
ハガキ作成会
～新年!親子餅つき
体験～

1/9（土）
5階

【内容】「海」への“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ィアなど、クラ
ブ会員一人一人の“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。ハ
ガキ作成会終了後は、昔ながらの、「きね」と「うす」
を使った「親子餅つき体験」を行い、つきたての
お餅をみんなで食べます。【講師】高

たかはし

橋晃
あきら

氏（マリ�
エント「ちきゅう」たんけんクラブジュニア副隊長）

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たちの成長を

ご覧ください。

 「
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
「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。

「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

「ハガキにかこう海洋
の夢コンテスト」
入選作品展

1/31（日）まで 【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。

雛人形を募集中 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。詳細はお問い合わせください。

ガラ・ルファ水槽
く
す
ぐ
っ

た
い
♪

ハイ ! チーズ !

カニや貝、ヒトデなどに
直接触れるよ！

マリンレンジャーによる
大水槽での餌付けが見られるよ!

映像コーナー

マリエントで、見て、触れて、楽しもう !

巨大なウミネコの卵に入って

ヒナになった気分!
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八戸公園内 三八五・こども館 休1～4、12、18、25　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
干支工作だよ！
モンキーバッジ 1/17（日）9:45～12:00 【内容】公園内の木を使い、可愛い干支のバッジ

を作ります。【対象】小学生以下【定員】30人

2016おにふくストラップ 1/31（日）9:45～12:00
【内容】公園内の木の実や木で、鬼や福のスト
ラップを作ります。【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1～4、12、18、25　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

どんと祭り 1/9（土）9:00～14:00 【内容】正月の松飾り、注
し め

連縄
なわ

などを持ち寄って
燃やします。おしるこの振る舞いもあります。

まゆ玉作りの楽校 1/10（日）10:00～12:00 【参加費】300円
そばとかっけの楽校 1/11（月・祝）9:00～12:00 【参加費】1,200～1,500円
豆の楽校（みそ編） 1/17（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円
豆の楽校（豆腐、まめしとぎ編）1/24（日）9:00～12:00 【参加費】各1,500円

弘前大学八戸サテライト講座�
「新たな事業発想による地域創生への挑戦」
●日時1/27（水）14:30～17:20●場所弘前大学八戸サ
テライト（八戸商工会館1階）●内容微生物による食のブ
ランド化の推進（共催:八戸地域高度技術振興センター）
①「白神山地から分離した酵母の活用を図る」
講師:殿

とのうち

内暁
あ き お

夫氏（弘前大学農学生命科学部准教授）
②「大吟醸『華想い』への挑戦」、講師:村

むらなか

中文
ふ み と

人氏（青森県
産業技術センター弘前地域研究所総括研究推進監）
●対象県南地域のものづくり企業や事業者、そのほか興
味のある人●定員50人●参加費無料
モト1/20（水）まで（必着）に、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、職業、電話番号、Eメールアドレスを記入し、電話、
FAXまたはEメールで弘前大学八戸サテライトへ
ＴＦ43-1600　Ｅsate@hirosaki-u.ac.jp

「産業カウンセラー養成講座」無料体験セミナー
●日時1/30（土）13:30～15:30●場所はちふくプラザ
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●参加費無料
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青森事務所Ｔ017-762-7631

八戸市医師会では「はちのへ医療・介護連携マップ」
を作成しました
　八戸市医師会では、医療・介護施設をパソコンなどで検
索できるサイトを作成しました。皆さんの要望にあった
医療・介護施設情報の検索にご利用ください。
問八戸市医師会八戸地域在宅医療ネットワーク事務局
Ｔ51-8861Ｆ51-8862
ホ「はちのへ医療・介護連携マップ」を検索するか直接
URLを入力してください。（http://8zai-iryo.jp）

八戸リサイクルプラザ 休1～4、12、18、25　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

エコ布ぞうり作り教室 1/16（土）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】12/21（月）～開催日
の前日

新聞紙かご作り教室 1/17（日）9:00～12:00
【内容】新聞紙でかごを作ります。【定員】4人【持
ち物】新聞紙（2日分）、30cm定規【申込期間】
12/21（月）～開催日の前日

ペットボトル風車作り教室 1/23（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】500mlの6角型ペットボトル2本
（キャップ付き）、針金ハンガー2本、軍手【申込
期間】12/21（月）～開催日の前日

新聞紙かご

ペットボトル風車

おはらいをして、1年
の家内安全・無病息災
をお祈りしませんか。

こうみちゃん


