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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、無料ですが、入館料・観覧料が

必要な場合があります。

12月の

新美術館建設推進室 休土・日・祝、12/29〜1/3 　開8:15~17:00　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住八日町9　ダイヤビル1階　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
創作教室アートイズ

「岩絵具って何だろう?
日本画に挑戦☆」 要申込 

12/17（日）10:30〜12:00
はちのへまちなかアートラボ

「C
コ ベ ヤ

o部屋」（八日町ダイヤビル）

【講師】佐
さ ぬ き

貫巧
たくみ
（八戸学院短期大学）、沼

ぬ ま お
尾大

だいしん

伸（幼稚園
教諭）【対象】10組20人（4〜9歳児とその保護者）【参
加費】500円（材料費）

11/20（月）
から電話で

写真のまち八戸
「中学生写真日記」ボランティ
ア・スタッフ募集  要申込  

【内容】1/25〜30の期間、八戸市中心街で開催するイベントの準備や来場者への案内
を行なう。1回の従事時間4〜5時間程度【定員】20人【交通費】あり※詳細は応募用紙

（市庁などで配布。美術館ホームページからダウンロード可）をご覧ください。

11/20（月）から
応募用紙を郵送、
FAX、直接持参

八戸市博物館 休11・18・25〜1/4　開9:00~17:00　Ｔ44‒8111　Ｆ24‒4557
住根城字東構35‒1　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
市民講座「江戸・明治の伝統
木版文化について」  要申込 12/9（土）13：30〜15：30 【講師】小

お ぐ ら

倉学
まなぶ

（八戸クリニック街かどミュージアム）
【定員】60人

前日までに
電話で

博物館クラブ
「しめ飾りづくり」  要申込 12/10（日）10：00〜12：00 【講師】寿の会【対象】小学生以上【定員】20人【参加費】

200円
11/21（火）
から電話で

新春ミニ企画「えと展―いぬ―」 12/16（土）〜１/14（日） 【内容】2018年の干支「いぬ」に関する収蔵資料を紹介
根城史跡ボランティア募集 詳しくは博物館へ

八戸市南郷歴史民俗資料館 休11・18・25・27〜1/4　開9:00~17:00　ＴＦ83‒2443
住南郷大字島守字小山田7‒1　　※入館料あり

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

しめ飾りづくり 要申込 12/3（日）9:00〜12:00 【講師】滝
たきさわ

沢カチ【定員】10人※汚れても良い服装で 11/28（火）
から電話で

企画展「思い出の学校展」 30年3/25（日）まで 【内容】閉校した南郷地区の小中学校の資料などを展示
南郷アートプロジェクト
制作映画上映

12/24（日）13:00〜
※毎月第4日曜日 【内容】「HOME  SONG」（旧市野沢小学校）を上映

史跡根城の広場 休11・18・25・27〜1/4　開9:00~17:00　Ｔ41‒1726
Ｆ 41‒1756　住根城字根城 47　　※入場料あり

行事名 内容・定員・対象など 申込方法
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!　 要申込  

八幡馬の絵付け ①クラシックコース【所要時間】約30分【材料費】1,200円
②アレンジコース　【所要時間】約90分【材料費】1,900円 2日前までに

電話で
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

こうみちゃんこかぶくん

八戸ブックセンター 休5・12・19・26・29〜1/1　開11:00~20:00 　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2 Garden Terrace 1階　

行事名 日時・場所など
八戸ブックセンター
開設1周年記念事業 【内容】詳細は特集の34、35ページをご覧ください。
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視聴覚センター 児童科学館 休4・11・18・29〜1/3　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　
住類家四丁目3‒1

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

プラネタリウム　� 有料 12/2（土）〜28（木）【時間】①10:00②11:00③13:30④15:00
▷団体（火）〜（金）①②③　▷一般（火）〜（金）④、（土）（日）（祝）全日

団体のみ
電話で

 12/9（土）スペシャルナイト
楽しまナイト劇場 16:00〜（子ども向けアニメ上映）、17:30〜（一般向け作品上映）

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】冬の星空
18:00〜（日本語版） 【内容】宇宙ボランティア

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】冬の星空（天王星、二重星団、スバル　ほか）
 12/23（土・祝）スペシャルナイト
楽しまナイト劇場 16:00〜（子ども向けアニメ上映）、17:30〜（一般向け作品上映）

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】宇宙ボランティア
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、天王星、二重星団、スバル　ほか）

おたのしみ劇場 10:00〜11:00
【実施日・内容】▷12/10（日）まんが偉人物語「夏目漱
石/ファーブル」ほか▷12/17（日）自然なぜなに？
DVD図鑑「アメリカザリガニ」ほか 申込不要

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などの工作体験【参加費】
200円以内（小学3年生以下は保護者同伴）

映像利用学習会 12/10（日）13:00〜15:00 【内容】宇宙のおはなし【講師】丹
に わ

羽隆
たかひろ

裕（八戸高専）

映像利用鑑賞会 12/20（水）13:30〜16:00
市立図書館 【内容】映像上映「七つの顔」

熟睡プラ寝たリウム 12/23（土・祝）13:30〜14:30【内容】星空の下で眠ることを目的としたプラネタリウム

冬休みおたのしみ劇場 12/23（土・祝）〜28（木）
10:00〜16:00 【内容】いろいろなアニメなどを上映

詳しくはホーム
ページをご覧く
ださい。

八戸市図書情報センター 休25・28〜1/4　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
サンタクロースのクリスマ
スツリーを作ろう! 12/1（金）〜24（日） 【内容】折り紙でサンタクロースを作り、顔を描いて、ツリーの飾りを

作る
今月オススメ図書展示・貸出 ▷ハンドメイド〈12/1（金）〜27（水）〉▷クリスマスとおしょうがつ〈12/1（金）〜1/30（火）〉

八戸市立南郷図書館 休25・28〜1/4　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
今月オススメ図書展示・貸出 12/1（金）〜27（水） ▷クリスマス!▷クリスマスの絵本▷年末の味方本
クリスマス飾りをつくろう 12/10（日）14：00〜15:00 【内容】クリスマスの飾りを作る【対象】小学生
第17回　スウィングベリー
でおはなし会

12/23（土・祝）10：30〜12:00
南郷文化ホール

【内容】舞台上でおはなし会を行う。（スクリーンや照明、音響などの舞
台効果も楽しめる）【対象】幼児・小学生

八戸市立図書館 休25・28〜1/4　開9:00~19:00、（土）（日）（祝）17:00まで　Ｔ22‒0266
Ｆ71‒1312　住糠塚字下道2‒1　

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など

今月オススメ図書展示・貸出 ▷時代は、時代小説だ!〈11/25（土）〜12/27（水）〉▷ハッピー☆クリスマス!〈12/1（金）〜24（日）〉▷なに
がでるかな？しかけ絵本展〈12/1（金）〜27（水）※貸出無〉▷冬休みおすすめ本〈12/26（火）〜1/14（日）〉

冬のおはなし会 12/16（土）10:30〜11:30 【内容】紙芝居と絵本の読み聞かせ【対象】3歳以上【定員】80人
八戸圏域連携中枢都市圏内
の人は青森県内共通利用券
が不要になります

12月1日（金）から、八戸市、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村、おいらせ町に住んでいる
人は、「青森県内図書館共通利用券」の発行を受けて持参することなく、各市町村の図書館などを利用
登録することができます。※詳細は各市町村の図書館などへお問い合わせください

対象 期間 貸出数 貸出期間
図書・雑誌 12/14（木）〜27（水） 8冊 23日間

ＡＶ資料 12/14（木）〜27（水） 市立図書館（３点）、図書情報センター（４点）、
南郷図書館（２点） 23日間

各図書館では、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。

図書館からのお知らせ
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こどもはっち 休12・29〜1/1　開9:30~16:30（1/2・3は10:00~16:30）　ＴＦ22-5822
住三日町11‒1　※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　　 申込方法

こどもはっちオレンジデー 12/3（日）9:30〜12:30
※一般の人は13時から入場可

【内容】発達にばらつきがある、集団が苦手なお子さ
んとその家族が集う場　※要入館料

申込不要
不登校・学習支援相談会 12/3・17の各（日）14:00〜17:00

八戸ニューポート
【内容】不登校や学習困難の支援の場【対象】小・中・高
生※個別相談あり

はちのへおもちゃ病院 12/10（日）10:00〜12:00
5階　レジデンスA

【内容】壊れたおもちゃを原則無料で修理。1人1点。
※部品交換した時など実費負担あり（50円〜300円）

ひきこもり家族交流会 12/10（日）14:00〜16:00
5階　レジデンスA

【内容】ひきこもり状態にある人やその家族のための
交流会

こどもはっちクリスマス会
 要申込 

12/23（土・祝）10:30〜12:00
1階　はっちひろば

【内容】スペシャルステージを家族で楽しむ（サンタ
やトナカイも登場）【対象】就学前のお子さんとその
保護者【定員】60組【参加費】200円（お子さん1人）

11/27（月）9:30
から電話で

大好き!我が家のキラキラ
パパ大集合（おじいちゃんの
参加可）

12/24（日）10:00〜
1階　はっちひろば

【内容】プロマジシャンのマジックショー、赤ちゃん
人形着せ替え競争など※11/1〜12/14に開催した

「自慢パパフォトコンテスト」の結果発表もあり
申込不要

知的しょうがいを疑似体験
してみよう  要申込 

12/26（火）10:30〜11:30
5階　共同スタジオ

【内容】知的障がい者が感じる日常の不自由なことを体験
し、気持ちを体感【対象】小学生とその保護者【定員】15組

11/30（木）9:30
から電話で

小学生冬休み企画 キラキラ
キューブを作ろう! 
 要申込 

12/26（火）13:00〜14:30
5階　共同スタジオ

【内容】プラスチックミラーで幻想的な万華鏡を作る
【対象】小学4〜6年生とその保護者【定員】20組【参加
費】500円

11/30（木）9:30
から電話で

八戸ポータルミュージアム はっち 休12・31、1/1　開9:00~21:00（12/30と1/2・3は10:00〜18:00）　Ｔ22‒8228　
Ｆ22‒8808　住三日町11‒1

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
はっちのクリスマス2017
クリスマスイルミネーション・
クリスマスツリー展示

11/25（土）〜12/25（月）
1階　はっちひろば、はっち外壁

【内容】はっちひろばに巨大クリスマスツリーが登場。また、はっちの
外壁もこの期間だけライティングを実施

第五回南部弁の日
はっちがずっぱど南部弁

12/2（土）・3（日）
1階　はっちひろば
2階　シアター2

【内容】2日は柾
ま さ や の ぶ お

谷伸夫と語り部の皆さんで南部弁 
サミットを、3日は十

と お か い ち

日市秀
しゅうえつ

悦による思いっきり感動
ライブを開催【入場料】2日：無料、3日：有料

申込不要和日カフェ 12/17（日）9：00〜16：00
3階　和のスタジオ

【内容】12月は、篆刻作品の展示と篆刻体験教室など
【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

12/27（水）19:00〜20：00
1階　はっちひろば

【内容】市内で活動しているパフォーマーたちによる
ライブを開催

青葉湖展望交流施設山の楽校 休4･11・18・25・29〜1/3　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 申込方法
干しリンゴの楽校 12/2（土）10:00〜12:00 【参加費】2,500円

開催日の
2日前までに

電話で

くずつるかごの楽校 12/3（日）・9（土）9:00〜12:00 【参加費】各1,500円
布編みスリッパの楽校 12/10（日）9:00〜15:00 【参加費】3,000円
冬至そばの楽校 12/17（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000円
年越しそばの楽校 12/23（土・祝）9:00〜12:00 【参加費】1,000円
てんぽせんべいの楽校 12/24（日）9:00〜12:00 【参加費】100円〜

八戸リサイクルプラザ（プラザ棟） 休毎週（月）、12/29〜1/3　開9:00~17:00　Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396
住櫛引字山田山1‒1※工場棟（12/30〜1/3は休み。不燃物などの持ち込みはできません。）

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法

エコクリスマス飾り作り教室
 要申込 

12/9（土）10:00〜12:00
【内容】廃材と植物の根を使いクリスマスの壁飾りを
作る【定員】5人【持ち物】ドライフラワーや木の実（持っ
ている場合） 11/27（月）

から電話で
新聞紙で正月飾り作り教室
 要申込 

12/16（土）・17（日）
9:00〜12:00

【内容】新聞紙を使い正月飾りを作る【定員】5人【持ち
物】新聞紙（カラーページ1枚）
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八戸市埋蔵文化財センター��是川縄文館 休11・18・25・27〜1/4　開9:00~17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　※観覧料あり　【分館（縄文学習館）】Ｔ96‒1484

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
パネル展「伝える」 詳しくは32ページをご覧ください

考古学講座
 要申込 

12/9（土）14：00〜16:00 【演題】北海道の縄文【講師】阿
あ べ

部千
ち は る

春（北海道縄文世
界遺産推進室）【定員】100人【持ち物】筆記用具

開催日の前日
までに電話で

日曜日縄文体験コーナー 12/3〜24の毎週（日）
9:30〜15:00

【内容】火起こし、土器の文様拓本、編布編み、琥珀・滑
石勾

まがたま

玉作り【参加費】100円〜1,000円※粘土を使っ
た体験は要相談

申込不要
（団体利用不可）

種差海岸インフォメーションセンター 休29〜1/1　開9:00~16:00（1/2・3は10:00〜15:00）　Ｔ51‒8500　
Ｆ51‒8501　住鮫町字棚久保14‒167

行事名 実施日 時間・参加費 申込方法
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
クリスマスオーナメントを作ろう 12/2（土）〜25（月）

【時間】10:00〜15:00【参加費】200円 申込不要松ぼっくりでクリスマスツ
リーを作ろう 12/2（土）〜25（月）

アレンジ門松を作ろう 12/26（火）〜28（木）

八戸公園内 三八五・こども館 休4・11・18・25・29〜1/3　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 申込方法
 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
ペットボトル de スノー
ドーム 12/3（日）9:45〜12:00 【内容】身近な素材を使って雪だるまのスノードー

ムを作る【対象】小学生以下【定員】30人（先着順）
申込不要

クリスマス工作 ゆきだるま
リース 12/17（日）9:45〜12:00 【内容】木の実や枝を使ってクリスマスリースを作

る【対象】小学生以下【定員】30人（先着順）

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
※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
2017

12/25（月）まで
3階　展示室

【内容】ドレスアップをしてランウェイを歩いているような華やかな魚
たちを展示

夜のマリエント「冬」 12/22（金）〜25（月）
17:00〜19:00　3階 展示室

【内容】展示室内の照明を減灯し、水槽の照明による幻想的な空間をラ
ンタンを片手に散策。お菓子釣り体験もできる（有料）

サケ成長日記 5月の放流まで
3階　展示室

【内容】サケの受精卵（新井田川漁業協同組合提供）の孵
ふ

化から放流まで
の成長の様子を展示

3階 ★見て楽しむ
「
体
験
で
き
ま
す
」コ
ー
ナ
ー 

※
体
験
希
望
者
は
ス
タ
ッ
フ
ま
で

随時 ▷魚眼図▷アーチャーフィッシュで水鉄砲

毎週（日）（祝）
▷デンキウナギで「クリスマスツリー」点灯①10:30〜②13:00〜③15:00〜
▷深海水圧実験①11:00〜②14:00〜
▷魚への餌付け＆じゃんけん大会毎週（日）（祝）12:00〜

★やって体験する
【新企画】①「ちきゅう」クイズにチャレンジしよう!（タブレットを首にかけクイズに挑戦）
　　　　②しんかい6500に乗って深海へGO!VR体験（ゴーグル型装置を装着しバーチャルリアリティーを体験）
▷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

4階 八戸工業大学第二高等
学校美術コース秀作展 12/21（木）〜1/22（月） 【内容】同館と連携し、制作を行っている美術コースの学生の作品を展示

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ発足10周年企画

南極観測船 砕氷艦「しらせ」
氷が語る南極の世界と歴史
そして…私たちの未来

①12/2（土）会員
②12/3（日）一般
3階　展示室

【内容】海上自衛隊や南極観測隊による実践的な講義。また、砕氷艦「し
らせ」の挑戦・取り組み、南極の世界・歴史について学ぶ

12/10（日）まで
4階

【内容】海上自衛隊、南極観測隊の仕事や砕氷艦「しらせ」の挑戦・取り
組みについてと南極の石の展示で南極の世界と歴史に触れる。

海上保安庁の仕事 大研究 12/16（土） 【内容】海上保安庁の測量船の船内見学、海上保安官の仕事などの講義
「マリエント市 出店者」募集! 【内容】5月に開催する「マリエント市」の出店者を募集。手作りの商品や体験コーナーなど大歓迎
「4階展示ホール利用者」募集!【内容】写真や作品などの展示を募集

詳しくはホーム
ページをご覧く
ださい。
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平成30年度三沢基地モニターになりませんか
●委嘱期間平成30年4月〜翌年3月●対象三沢基地周辺市町村に
在住の人●定員10人※詳細はお問い合わせください
申12/22（金）まで第3航空団司令部渉外室基地モニター係
問航空自衛隊三沢基地渉外室広報班Ｔ0176-53-4121（内線3313）

八戸友の会〜生産・友愛〜
●日時12/14（木）11:00〜12:00●場所羽仁もと子記念館・八戸友
の家（沢里）●内容▷生産品：会員の手作りケーキ・クッキーなど▷
友愛品：リサイクル衣類や日用雑貨など▷震災支援コーナー▷喫茶
コーナー問八戸友の会Ｔ24-2232（日・月・木の10:00〜15:00）

八戸高専イベント情報
モトFAX・Eメール・HPで八戸高専総務課地域連携係へ※土・日・祝
除くＴ27-7239Ｆ27-9379Ｅrenkei-o@hachinohe-ct.ac.jp

【イノベーション・ベンチャー・アイデアコンテスト2017】
〜学生のアイデアに投票しませんか?〜
●日時12/9（土）13:00〜17:00●場所八戸プラザホテル●内容
地域活性を目標に、八戸工業大学・八戸学院大学・八戸高専の学
生が、新しい産業分野や製品の創出、地域に合ったシステムなど
のアイデアを発表。審査員と一般観覧者の投票でグランプリを
決定（一般観覧者としてお気軽にご来場ください）●参加費無料
※申込不要

【八戸高専「第4回まちなか文化祭」】
●日時12/16（土）10:00〜17:00●場所ラピア1階フェスタプ
ラザ・2階ラピアホール●内容ロボット操縦体験、科学実験など
出前授業体験ブース、ステージイベント、展示コーナー、八戸高
専連携企業ブース、スタンプラリーで豪華景品が当たる抽選会
●参加費無料※申込不要

【クリスマスレクチャー in 八戸高専2017】
〜先生のための科学講座と実践実験〜
●日時12/25（月）12:20〜16:00●場所八戸高専●対象中学校
教員●内容昼食懇談会、校長特別講演「地球温暖化ガス排出と気
象変動」、実践実験（5つのテーマから選択制で先着順：詳細はホー
ムページをご覧ください）●定員50人●参加費無料●申込締切
日12/11（月）

青森障害者職業センター「職場復帰サポート」
●内容休職者を対象とし、職場復帰などに関する相談を実施。専
門スタッフが主治医と連携した職場復帰サポートや事業主との
調整を行う●相談方法最初に電話で青森障害者職業センターへ

（電話相談後、必要に応じ八戸市内で複数回の個別相談を実施）
※毎月（火）（金）11:00〜15:00
問青森障害者職業センターＴ017-774-7123Ｆ017-776-2610

八戸工業大学一般公開授業「海洋工学の基礎と未来」
●日時12/7（木）14:30〜17:40●場所八戸工業大学●内容海の
底には石油・天然ガスなどのエネルギーや鉱物資源があるといわ
れている。厳しい環境の中に眠っている資源を、効率良く探査、
経済的に生産する技術開発の現状を紹介●講師堀田平（海洋研究
開発機構/八戸工業大学）●参加費無料●申込締切日12/4（月）
モト八戸工業大学教務課　Ｔ25-8025

　大正・昭和初期の是川遺跡発掘調査は、ガラス乾板に「写真」として記録され、今日まで大切に保管されてき
ました。これらの「写真」199点を、もっと先の未来に残すため、現代の技術により修復し、デジタル化を行い
ました。約100年の時間を越えて、伝えられた是川遺跡の「記録」を、ご紹介します。

大正・昭和初期の
是川遺跡記録写真�vol.3是川縄文館 パネル展 伝える

平成29年度文化庁　地域の特色ある埋蔵文化財活用事業

協力　㈱堀内カラー アーカイブサポートセンター

12月16日㊏ ▶30年3月21日㊌㊗
※ 常設展の観覧には観覧料が必要になります。入場無料
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問是川縄文館Ｔ38‒9511


