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●  要申込  アイコンは、申し込みが必要なものです。
●  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。

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
※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8・12・15・22・29　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

史跡根城えんぶり撮影会 2/18（木）・19（金）
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
①クラシックコース
②アレンジコース

①【所要時間】約30分【材料費】1,200円
②【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

八戸市博物館 休8・12・15・22・29　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

企画展
「えんぶり展」「ひな人形展」1/30（土）～3/13（日）

【内容】「えんぶり展」では、烏帽子や衣装、巻物
などの資料から、八戸の郷土芸能えんぶりを
紹介します。「ひな人形展」では、収蔵資料の中
から、北日本の郷土雛を中心に紹介します。

ギャラリートーク
「えんぶり」 2/18（木）・19（金）12:30～ 【内容】開催中の企画展「えんぶり展」について、

当館学芸員が解説します。
市民講座

「えんぶりの見方入門」 2/6（土）13:30～15:30 【講師】古
ふるさと

里淳
じゅん

（当館副館長）【定員】50人

博物館クラブ「銭
ぜ に だ い こ

太鼓作り」2/6（土）10:00～12:00 【定員】小学生以上の親子15組【持ち物】5円玉4枚
博物館クラブ「貝雛作り」 2/27（土）10:00～12:00 【定員】小学生以上の親子15組【持ち物】和柄の和紙または布の端切れ

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。

起き上がりまゆ雛

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！



27　広報はちのへ平成 28年 2月号27　広報はちのへ平成 28年 2月号

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

南郷歴史民俗資料館 休8・12・15・22・29　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。

埋蔵文化財センター
是川縄文館

休8・12・15・22・29　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
期から昭和初期まで発掘が行われました。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。

考古学講座 2/6（土）14:00～16:00
【演題】花粉からみた縄文人と植物との関わり−是川中居遺跡を中心
に−【講師】吉

よしかわ

川昌
まさのぶ

伸氏（古代の森研究舎代表）【定員】100人【持ち物】
筆記用具【申込締切日】2/5（金）　 要申込 

縄文土器作り教室 2/20（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。この遺跡から出土した約3,600
年前の土器を題材に、縄文土器作りを体験しま
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】30人【持ち物】
古タオル【申込締切日】2/19（金）　 要申込 

冬季日曜日縄文体験
コーナー

2/7～28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）

ボランティア養成講座
①2/13（土）14:00～16:00
②2/20（土）� 9:30～12:00
③2/27（土）14:00～16:00

【定員】30人【持ち物】筆記用具【申込締切日】各開
催日の前日まで　 要申込 
①【演題】文化財保護とボランティアの活動【講師】�
栗
くりむら

村知
ともひろ

弘氏（八戸縄文保存協会会長）
②【演題】縄文土器作り教室参加【講師】縄文是川
ボランティア・是川縄文館学芸員※当日は汚れ
てもよい、動きやすい服装でお越しください。
③【演題】AED講習【講師】八戸消防署救急隊

八戸市美術館 休8〜12・15・22・29　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】「魔法の美術館」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。家族、友人、カップルなどで、魔法の世
界に触れる感覚で、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。

コレクション展Ⅱ
「石

いしばし

橋忠
ちゅうざぶろう

三郎とガラスアート展 
～芸術性と遊戯性の間

はざま

で～」
2/13（土）～3/21（月・休）

【内容】国内外で活躍している八戸市在住のガ
ラス造形家・石橋忠三郎氏。本展では、当館所
蔵の作品に加え、多数の新作を紹介し、石橋忠
三郎氏の作品の魅力に迫ります。

講演会「現代ガラスアート
の潮流と石橋忠三郎」

2/14（日）13:30～
講義室

【講師】金
か ね こ

子賢
け ん じ

治氏（茨城県陶芸美術館長）
【定員】40人【申込方法】電話で八戸美術館へ

 要申込 

創作講座
「ガラス絵具でステンド
グラス風アート☆」

2/27（土）10:00～11:00
2階　講義室

【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】10組20人程度（4歳～9歳こ
ろ）※定員になり次第締め切り
【材料費】500円【申込方法】電話で八戸市美術
館へ　 要申込 

紙火薬鉄砲 女の子用の
下駄

昆虫採集
セット めんこ

石橋忠三郎《現代人�Ｘ線》1996年
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八戸ポータルミュージアム はっち 休9　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

田
た つ き

附 勝
まさる

 写真展「魚人」 1/30（土）～2/21（日）
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。アーティストトーク 1/30（土）18:30～

1階　シアター1
ストリート投げ銭ライブ
inはっち

2/3・24の各（水）19:00～
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。

まちぐみアーカイブ展 2/8（月）～21（日）
はっち館内各所

アーティストの山
やまもと

本耕
こういちろう

一郎氏により、26年にスタートした中心街活
性化市民プロジェクト「まちぐみ」の活動記録を振り返る展示。

はっち開館5周年記念
セレモニー

2/11（木・祝）13:30～15：00
1階　はっちひろば

【内容】はっち開館5周年を市民の皆さんと一緒にお祝いするセレモ
ニーを開催します。

第3回 八戸市民ロボコン 2/14（日）13:00～
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始まった「八戸市民ロボ
コン大会」も3年目！今年のテーマは「イカ」。八戸名物の「イカ」と
ロボコンのコラボレーションをお楽しみに!

はっちのひなまつり
春のひなまつりワークショップ
①ひし餅カラーの
　キャンドル作り

2/20（土）11：00～15：00
4階　食のスタジオ

【内容】緑・白・ピンクのひし餅カラーのお花型キャンドルを作ります。
【講師】玉川広志氏（虹灯～nijiakari～）【参加料】500円

②羊毛で桃の花の
　小箱作り

2/27（土）・28（日）10：00～16：00
1階　ギャラリー１

【内容】もこもこの羊毛を使って桃の小箱を作ります。
【講師】中川由美子（中川想品店）【参加料】800円

ひなまつり料理教室 2/27（土）①10:00～②14:00～
4階　食のスタジオ

【内容】飾り巻き寿司などひなまつりに使えるパーティーメニューを
作ってみよう！【講師】林料理学校【参加費】1,500円【定員】各回12
人【申込締切日】2/23（火）

あわてん坊のなりきり
お雛様

2/28（日）10：00～14：00
1階　はっちひろば

【内容】おひな様、おだいり様の衣装を着て写真撮影を行います。赤
ちゃんのための顔出し撮影コーナーもあります。【対象】就学前のお
子さん（2歳未満は顔出しパネルあり）

はっちの
ゴールデンウィーク
企画実施者募集

【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。【募集期間】1/18（月）～2/19（金）【実施日】4/29（金・祝）～5/5（木・祝）
【対象】▷作品展示やワークショップ、音楽演奏、舞台公演などを企画・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）【応募方法】館内備え付けの応募用紙に必要事項を記入し提出

こどもはっち 休9　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　まめまき会 1/31（日）13：30～14：30
4階　こどもはっち内

【内容】まめ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。
【対象】就学前のお子さんをもつ親子【参加費】無料（入場料別途）

第11回こどもフェスタ
はちのへこどものまち

2/13（土）・14（日）
10：00～15：30
八戸市公会堂、市公民館

【内容】子どもたちがまちを作る「こどものまち」を八戸で初開催！
お仕事をしてお給料をもらって、たくさん遊んで、子どもだけの「まち」
を作ろう！【対象】小学生【申込方法】電話でこどもはっちへ　 要申込 

八戸公園内 三八五・こども館 休1・8・15・22・29　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

森のバレンタイン工作 2/14（日）9:45～12:00 【内容】公園内の木の実を使ってプレゼントボックスを作り、飾りつ
けます。【対象】小学生以下【定員】30人

どんぐりびな工作 2/28（日）9:45～12:00 【内容】公園内の木の実を使って可愛いおひな様を作ります。【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・8・15・22・29　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・受講料など
麦かっけとそばかっけの楽校 2/21（日）9:00～12:00 【参加費】1,200～1,500円
うどんの楽校 2/28（日）9:00～12:00 【参加費】1,500円
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八戸市立図書館 休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
第5回八戸市図書館を使った
調べる学習コンクール入賞
作品展

1/30（土）～2/11（木・祝） 【内容】今年度コンクール入賞の作品を展示します。

シリーズ絵本大集合! 1/30（土）～2/28（日） 【内容】かわいいキャラクターや楽しいストーリーで
人気のシリーズ絵本を展示・貸し出しします。

よくわかる○○本展 1/30（土）～2/28（日） 【内容】様々なジャンルのわかりやすい入門書を展示・貸し出しします。

スイーツ・レシピ 1/30（土）～2/28（日） 【内容】バレンタインデー・ホワイトデーにちなみ、お菓子作りのレ
シピ本やラッピング本を展示・貸し出しします。

お仕事小説 2/13（土）～3/11（金） 【内容】いろいろな職場や仕事をテーマにした小説を展示・貸し出しします。

犬がすき♡猫がすき 2/13（土）～3/11（金） 【内容】かわいい犬や猫の飼い方の本や写真集、活躍する小説など、
犬と猫の魅力がたっぷりの本を展示・貸し出しします。

八戸市立南郷図書館 休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
減塩食特集 2/4（木）～28（日） 【内容】減塩食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 2/4（木）～28（日） 【内容】鬼が登場する絵本、紙芝居を集めて展示・貸し出しします。

眠った脳を起こそう！ 2/4（木）～28（日） 【内容】クイズや雑学など、頭を働かせるような本を集めて展示・貸
し出しします。

冬のおはなし会 2/13（土）14:00～15:00 【内容】冬らしい作品を味わってもらい、その後簡単な室内遊びを行
います。【対象】幼児・児童

八戸市図書情報センター 休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
0からはじめる社会・政治・
経済 1/30（土）～2/28（日） 【内容】社会全般や政治経済に関する図書や雑誌を展示・貸し出しし

ます。

プレゼントしたい絵本 1/30（土）～2/28（日） 【内容】出産祝いや入園・入学祝いなど色々な場面でプレゼントに向
く絵本を展示・貸し出しします。

CD展示コーナー
「マエストロ＆プレーヤーズ」1/30（土）～2/28（日）

【内容】有名な指揮者や演奏者による楽曲のCDを展示・貸し出しし
ます。

貸出数と貸出期間の変更

2月29日（月）は月末休館日のため、3月1日（火）
～3日（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 2/15（月）～28（日） ８冊 3週間
ＡＶ資料 2/22（月）～28（日） 4点 2週間

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

種差マルシェ 2/14（日）10：00～14：00
種差海岸周辺

【内容】「種差海岸周辺の民宿や食堂などで、冬ならではの食材を使っ
て当日限定の「あったかスペシャルメニュー」を提供します。限定メ
ニューを食べてスタンプを集めると、先着で種差マルシェ特製ファ
イルをプレゼント♪

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。

おひなさまを作ろう 2/6（土）～3/3（木）
（受付15:00まで）

【内容】貝がらに千代紙やビーズで飾りつけをしておひなさまを作ろう!
【参加費】100円

八戸リサイクルプラザ 休1・8・15・22・29　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・内容・対象など

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）【対象】18歳以上の八戸市・階上町・南部町の住民【申込方法】2/6（土）～14（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し、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）【公開抽選】2/17（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで
通知【引取期間】2/20（土）～28（日）※運搬はご自身でお願いします。　 要申込 
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学・遊・館　各施設の講座・イベントなど

3030

八戸市水産科学館マリエント 休15〜18（全館臨時休館）　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
２
月
の
企
画
展

卒業おめでとう展 2/20（土）～3/31（木）
3階　展示室

【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

サケ成長日記 5月の放流まで
3階　展示室

【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。

流氷の妖精クリオネ展 2月に展示開始予定
3階　展示室

【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。クリオネの妖精
のようなその姿とかわいらしい動きを、ぜひご覧ください!

2月「ちきゅう」たんけんクラブ企画

27年度活動を
フィードバック

2/7（日）
3階　ウミネコシアター

【内容】12月に行ったJAMSTEC「海洋・地球科学研修」について、参加
したシニア会員からジュニア会員に報告会。また、レポート内容や活
動参加回数などに係わる表彰式も行います。

ジュニア会員募集
【対象】小学1年生～中学3年生【活動内容】実験や体験を通して楽しく科学を学べるさまざまな企画の
開催（毎月1回程度）、また「しんかい6500」などを運用するJAMSTECの科学者や探査船のパイロッ
トが、最先端の地球のお話をします（年1~2回）。【年会費】500円

シニア会員募集 【対象】高校～大学院の生徒・学生【活動内容】海洋・地球・自然科学や水産業などの分野における、体験型
学習を柱とした企画、講座、研修会の開催（年に2回程度活動予定）。【年会費】1,000円

3階 ★見て体験する
「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー 

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

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
「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。

「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 地震津波写真展 2/6（土）～3/21（月・休）
展示ホール

【内容】東日本大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、当時の新聞記事など
を展示します。

ハイ !チーズ !

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

市民パソコン教室
2/17（水）・18（木）
13:30～16:30
（受付時間13:15～13:30）

【内容】インターネットで情報検索、ワードで案内状の作成などを行
います。※2日間の教室です。【対象】18歳以上の社会人【定員】20人
【申込方法】2/5（金）まで（必着）に、住所、氏名（ふりがな）、性別、電
話番号（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、はがき、FAXまたはEメールで、総合教育セ
ンターへ　※応募多数の場合は抽選　 要申込 

市民英会話教室 2/17（水）・18（木）
18:00～20:00

【講師】外国語指導助手（ALT）【申込方法】2/10（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・要望などを記入し、はがき、FAXまたはEメールで八戸市教
育委員会教育指導課へ〶031-8686内丸一丁目1-1Ｅ shido@city.
hachinohe.aomori.jpＴ43-9519Ｆ47-4997　 要申込 
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視聴覚センター 児童科学館 休1・8・15・22・29　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 

2/2（火）～28（日）
【内容】冬のきれいな星座たち（40分）

 団体のみ要申込 

2/13（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】藤城清治　影絵劇　つるの恩返し　泣いた赤鬼（第1部）

17:30～ 【内容】プロフェッショナル　仕事の流儀「藤の老木に命を教わる」
樹木医　塚本こなみの仕事（第2部）

夜のプラネタリウム
17:00～（英語版） 【内容】冬の星座を見に行こう
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（月・木星・冬のダイヤモンド　他）
2/27（土）スペシャルナイト

楽しまナイト劇場
16:00～ 【内容】ナルニア国物語　ライオンと魔女（第1部）
17:30～ 【内容】アレクセイと泉　百年の泉の物語（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（冬の星座・冬のダイヤモンド　他）

映像利用学習会 2/20（土）13:00～15:00 【内容】歌曲でつづる青森近現代【講師】竹
たけむら

村俊
と し や

哉氏（青森県立郷土館
学芸主幹）

八戸市立図書館
「映像利用鑑賞会」

2/24（水）13:30～16:00
市立図書館　2階集会室 【内容】ビデオ上映「ビルマの竪琴」

おたのしみ劇場
①2/7（日）②2/11（木・祝）
③2/14（日）④2/21（日）
⑤2/28（日）

【内容】①まんが日本昔ばなし「一寸法師」ほか／まほうのおとしあな
②小さい魔女／わらぐつの中の神様　③まんが日本昔ばなし「金太郎」
ほか／くもの糸　④鉢かづき姫／（新）ジャングル大帝…誕生…（1）
⑤眠れぬ夜の小さなお話～ネコクンのお友だち～／（新）ジャングル
大帝�…約束…（2）

科学館KIDS工房 毎週（土）（日）（祝）10:00～16:00
【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

第22回よろず相談
●日時2/13（土）13:00～16:00●場所八戸ワシントンホ
テル9階（十三日町）●内容医師・弁護士・税理士・社会保険
労務士など各分野の専門家が、悩み事や知りたいことな
どについて無料でお答えします。モト2/5（金）～12（金）
の平日9:30～17:30に八戸南ロータリークラブ事務局（伊
藤）へＴ�080-6003-5034Ｆ44-1426

税理士記念日に伴う税の無料相談
●日時2/22（月）～24（水）10:00～16:00※申込不要●場
所ヴィアノヴァ2階●相談員東北税理士会八戸支部会員
問東北税理士会八戸支部（佐々木）Ｔ47-0171Ｆ47-0172

親子で一緒に！ショートムービー制作体験講座
●日時2/6（土）13:00～16:00●場所ユートリー●内容
▷講師と相談しながら自由に制作体験▷ショートムービー
やおもしろ動画の作品紹介▷安心安全にネットやスマホ�
をつかうためのお話●講師古

こ が わ

川勝
ま さ や

也（NPO法人あおもり�
IT活用サポートセンター理事）●対象子どもとその保護者
10組（先着順）●参加費無料●持ち物デジタル撮影ができ
るもの（デジカメ・スマホ・タブレット・ニンテンドー3DS
など）※iPadを世帯分を用意しますので、手ぶらの場合で
も問題ありません。
モト（月）～（金）の9:00～18:00に、電話でNPO法人あお
もりIT活用サポートセンター（本田）へ※ホームページか
らの応募も可
Ｔ070-6951-4624�　Ｆ017-776-1521
ホhttp://www.aoit.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2/20（土）14:00～●場所八戸商工会館●テーマ
疑似体験でわかる!こどもの理解と支援の方法●講師 
渡
わたなべ

辺徹
とおる

氏（宮城教育大学名誉教授・星槎大学客員教授・特
別支援教育士スーパーバイザー）●定員100人（先着順・
要申込）モト八戸あおば高等学院�Ｔ22-3470
ホhttp://www.hachinohe-aoba.com/


