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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

⃝ 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。

2月の

博物館 休13・26　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

 企画展
 「えんぶり展」「ひな人形展」3/11（日）まで

【内容】えんぶりの烏帽子、衣装、巻物、おはやし道
具などを紹介。また、八戸の商家に伝えられた歴史
びなや個性豊かな各地の郷土びなを紹介

「えんぶり展」
ギャラリートーク

2/18（日）・19（月）
12:30〜 【内容】えんぶり展を分かりやすく解説する 申込不要

博物館クラブ  要申込 

エンコエンコの銭太鼓作り 2/4（日）10：00〜12：00 【講師】同館学芸員【対象】親子、一般【定員】15組
【持ち物】五円玉8枚

1/20（土）から
電話で

貝びな作り 2/25（日）10：00〜12：00 【講師】同館学芸員【対象】親子、一般【定員】15組
【持ち物】ハマグリの貝2枚

1/20（土）から
電話で

市民講座
「えんぶりの見方入門」  要申込 

2/10（土）13：30〜15：30 【講師】同館館長【定員】50人 前日までに
電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは博物館へ

南郷歴史民俗資料館 休13・26　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
企画展「思い出の学校展」 3/25（日）まで 【内容】南郷地区の閉校した小・中学校、高校の資料や校歌を展示
南郷アートプロジェクト制作
映画上映 2/25（日）13:00〜 【内容】「鳩祭〜138年に1度、鳥が舞い降りる村の話」を上映（旧鳩田

小学校）

史跡根城の広場 休13・26　開9:00〜17:00　Ｔ41‒1726　Ｆ41‒1756　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

史跡根城
えんぶり撮影会

2/18（日）・19（月）
11:00〜12:00
本丸

【内容】史跡根城の本丸で、えんぶりの撮影会を行う
※本丸への入場料必要 申込不要

体験教室で八戸の文化に触れよう! 　 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

市立図書館 休13・28　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 内容・期間

今月オススメ図書展示・貸出 ▷冬がアツい絵本〈2/1（木）〜27（火）〉　▷世界にひとつだけ、手作りの味〈2/1（木）〜16（金）〉
▷銀幕の中に芸術がある〈2/14（水）〜3/11（日）〉　▷青春の一冊〈2/17（土）〜3/4（日）〉

八戸えんぶり
はじまるよ〜 !

大久保えんぶり組の皆さん
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

図書情報センター 休13・27〜3/2　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 内容・期間
今月オススメ図書展示・貸出 ▷カフェでホッとひといき〈2/1（木）〜26（月）〉　▷せつぶん・ひなまつり〈2/1（木）〜3/29（木）〉
2/27〜3/2の特別休館に
伴う貸出数・期間の変更 【対象期間】2/14〜26【貸出数】図書・雑誌:8冊、AV資料:4点【貸出期間】22日間

南郷図書館 休13・28　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 内容・期間

今月オススメ図書展示・貸出 ▷バレンタインのために〈2/3（土）〜27（火）〉　▷健康・美容特集〈2/3（土）〜27（火）〉
▷おに・鬼・オニ〈2/3（土）〜27（火）〉

冬のおはなし会 2/12（月・休）14:00〜15:00【場所】集会室【対象】幼児・児童　※申込不要

総合教育センター 休第2・4（土）（日）・（祝）　開8:15〜17:00　Ｔ46‒0521　Ｆ46‒1155
住諏訪一丁目2-41　Ｅwebmaster@hec.hachinohe.ed.jp　ホhachinohe.ed.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象・申込方法など

市民パソコン教室
 要申込 

2/14（水）・15（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う
※2日間の教室【対象】18歳以上の社会人【定員】20人【申込方法】2/6（火）

（必着）までに、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、「市民パソコン教室③受講希望」を明記し、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　

市民英会話教室
 要申込 

2/14（水）・15（木）
各日　前半18:00〜19:00
　　　後半19:10〜20:00

【内容】▷上級 : 自由会話・ディべート▷中級 : 英検3級程度（中学
卒業程度）の内容や表現▷初級 : 簡単な日常会話や単語の学習【対
象】高校生以上（小・中学生は保護者同伴で可）【講師】外国語指導
助手（ALT）【申込方法】1/31（水）（必着）までに、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、学校、学年、電話番号（FAX 番号）または E メール
アドレス、希望日（1日のみ、前半・後半の選択可）を明記し、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1-1
Ｔ43‒9519Ｆ47‒4997Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp

八戸ブックセンター 休6・13・20・27　開10:00〜20:00　Ｔ20‒8368　Ｆ20‒8218
住六日町16-2 Garden Terrace 1階

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
 八戸ブックセンター開設1周年記念事業　ギャラリー展

「紙から本ができるまで展
木
き む ら

村友
ゆ う す け

祐×佐
さ と う

藤亜
あ さ み

沙美×
三菱製紙八戸工場」

3/11（日）まで

【内容】作家・木村友祐（八戸出身）の著書「幸福な水
夫」について、使用する紙を作るまでの過程や紙か
ら本が出来上がるまでの過程など「紙」に焦点を当
て紹介

申込不要

 本のまち読書会　※毎月開催（詳細はホームページ参照）

今週の書評紙ななめ読み 2/5・19・26の各（月）
18:30〜19:30

【内容】新聞サイズの二大書評紙、「週刊読書人」と「図
書新聞」から気になる本を探し出す読書会

申込不要PR誌からはじめよう 2/7・14・21・28の各（水）
18:30〜19:30

【内容】「PR 誌」を読みながら、エッセー、書評、イン
タビューなどの内容や新刊刊行情報をチェックす
る読書会

ブック･ドリンクス 1/26、2/23の各（金）
18:00〜20:00

【内容】毎月、月末の金曜夕方にドリンクを飲みな
がら本について語り合うイベント

山の楽校 休5･13・19・26　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

そば打ち体験楽校 2/18（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000〜1,200円 開催日の
2日前までに

電話でうどんの楽校 2/25（日）10:00〜12:00 【参加費】1,500円
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

 是川縄文館 休5・13・19・26　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」Vol.3 3/21（水・祝）まで 【内容】大正・昭和初期の是川遺跡発掘調査で撮影・保管されていた写
真199枚を未来に残すためデジタル化。約100年前の「記録」を紹介

考古学講座
 要申込 

2/3（土）14：00〜16:00 【演題】ある赤塗り土器の旅【講師】阿
あ べ

部明
あきよし

義（北海道
埋蔵文化財センター）【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 2/4〜3/25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）

サポートスタッフ研修会
（全6回中の3〜6回目）

①2/10（土）②17（土）
③23（金）    ④24（土）
14：00〜16:00
※③のみ8:00〜18:00

【内容】①演題「ボランティアってなに ?」講師…
古
ふ る だ て

舘光
こ う じ

治（同館館長）②演題「日本の考古学研究と
八戸」講師…工

く ど う

藤竹
た け ひ さ

久（青森県文化財保護審議会）
③博物館研修④AED講習（八戸消防署）【参加費】③
のみ参加費あり【定員】各30人【持ち物】筆記用具

開催日の前日
までに電話で
③は受講中の
方のみ

八戸ポータルミュージアム はっち 休13　開9:00〜21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808　住三日町11‒1
Ｅ hacchi@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・定員・対象など 申込方法
市制施行88周年記念
八戸市民ロボコン展
〜ロボフェスタはちのへ〜

2/3（土）〜11（日・祝）
1階　ギャラリー1　ほか

【内容】「ロボコンの街八戸」をもっと知ってもらう
ため、市内のロボット教育の取り組みの紹介や工
作体験を実施 工作体験は

申込必要
第5回 八戸市民ロボコン
〜ぐれっとロボコン88〜

2/11（日・祝）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」。今年のテーマは「八戸の8」
で、ぐれっと8にこだわった大会

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

2/7・21の各（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 申込不要

ものづくりスタジオ入居者
募集（30年4月入居）
 要申込 

【内容】はっち館内「ものづくりスタジオ」の30年4月入居者を募集【店舗数】▷3階：1店舗（フード）
▷4階：3店舗【申込方法】2/28（水）（必着）までに、申込用紙（館内備付、ホームページからダウンロー
ド可）を、郵送または直接提出【選考方法】書類、面接などの審査後、30年3月中旬に決定※そのほ
か、営業内容・使用料・設備などは「ものづくりスタジオ」係までお問い合せください。

こどもはっち 休13　開9:30〜16:30　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
「みんなの学校」著者

元校長 木
き む ら や す こ

村泰子講演会
 要申込 

2/1(木)9:30〜11:30
2階　シアター2

【定員】100人※定員に満たない場合は当日会場前
で9:10から整理券配布 電話で同館へ

こどもはっち まめまき会
2/3（土）
①10:30〜11:00
②15:00〜15:30

【内容】こどもはっちの中で豆まきをして鬼退治。楽
しいおはなし会あり【対象】就学前のお子さんとその
保護者【参加費】お子さん1人100円（入場料別途）

申込不要

こどもはっちオレンジデー 2/4（日）9:30〜12:30
※一般の入場は13:00から

【内容】発達にばらつきがあったり集団が苦手なお
子さんとその家族が集い交流する

申込不要
不登校・学習支援相談会

2/4・18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

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

①2/16(金)9:30〜
②17(土)10:30〜、14:00〜
③18(日)9:30〜

【内容】子育て勉強会【対象】①妊娠8か月以上のマ
マ②ママの年齢が35歳以上③双子ちゃん出産予定
のママ※いずれもパパなど参加可【定員】各4組【参
加費】100円

電話で同館へ

ひきこもり家族交流会 2/18（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

申込不要あわてん坊のなりきり
おひなさま 2/25（日）10:30〜14:30

公会堂エントランスホール

【内容】おひなさま、お内裏さまの衣装を着て写真
撮影を行う【対象】就学前のお子さん

はちのへおもちゃ病院
※受付は13:30まで

【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）
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

マリエント 休5〜8　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

２
月
の
企
画
展

卒業おめでとう展 2/10（土）〜4/1（日）
3階　展示室

【内容】今年度卒業を控えている市内の小学6年生の子どもたちを対
象に、アンケートを行い人気の高かった生き物たちを展示

表彰式 2/10（土） 【内容】絵を描いて入賞した児童の表彰式を開催 

クリオネ展 展示予定
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」の協力で、流
氷の妖精クリオネを展示予定※海況により展示に変更が生じる場
合あり

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「桜ツリー」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
▷「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）▷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

青森県立八戸高等
支援学校作品展 1/27（土）〜2/27（火） 【内容】生徒による写真や作品を展示

地震津波写真展 3/3（土）〜31（土）
【内容】災害に対処する心構えを持てるよう、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記事など
を展示

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ　※詳細は、問い合わせるかホームページをご覧ください。
平成29年度の活動を
フィードバック！ 2/4（日） 【内容】今年度の活動に関わる表彰式を開催。活動を振り返り来年

度の活動につなげる

会員募集
①ジュニア②シニア

【内容】①実験や体験を通して楽しく科学を学ぶ（月1回程度）。また、JAMSTEC の科学者や探査
船のパイロットの講義あり（年2回程度）。②海洋・地球・自然科学や水産業などの分野で体験型学
習を柱とした企画、講座、研修会を開催（年2回程度）【年会費】①500円②1,000円※いずれも別途
実費の場合あり

「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

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

行事名 実施日 時間・参加費 申込方法
 冬のグルメプログラム

民宿の女将さんに学ぶ !
郷土のお菓子作り 2/4（日）10:00〜12:00

【内容】南部地方の伝統的なお菓子「ばほり餅」の作
り方を種差海岸で民宿を営む女将さんたちに教わ
り作る【定員】20人【参加費】700円

1/31（水）まで
に電話で

鮫のお母さんに学ぶ !
漁師町の郷土料理 2/18（日）10:00〜12:00

【内容】地元の漁港で獲れた旬の魚のアラ汁と特産
のすき昆布で佃煮を作って味わう※すき昆布のお
土産付き【定員】20人【参加費】1,200円

2/13（火）まで
に電話で

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

キーホルダー作り 2/5（月）〜28（水）
10:00〜15:00

【内容】松の木の枝をビーズや自然物で飾り付けをし、オリジナルの
キーホルダーを作る【参加費】200円

八戸公園内 三八五・こども館 休5・13・19・26　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

バレンタイン工作
おかしマグネット 2/4（日）9:45〜12:00 【内容】身近にあるものでマグネットを作る【対象】

小学生以下【定員】30人（先着順）
申込不要

木の実 na おひなさま 2/18（日）9:45〜12:00 【内容】木の実を使っておひなさまを作る【対象】小
学生以下【定員】30人（先着順）
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休休館日　開開館時間　住住所　Ｔ電話（市外局番0178）　ＦFAX　ＥEメールアドレス

児童科学館 休5・13・19・26　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

「宇宙ボランティア」  有料 
2/1（木）〜25（日）【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

 2/10（土）スペシャルナイト
楽しまナイト劇場 16:00〜（赤毛のアン）、17:30〜（坂本龍馬の生涯）

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】宇宙ゴミ０(ゼロ)宇宙旅行
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（すばる、オリオン大星雲、シリウ
ス　ほか）

 2/24（土）スペシャルナイト
楽しまナイト劇場 16:00〜（ミッキーマウス）、17:30〜（フジよ、ふたたび宙へ）

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、すばる、リゲル　ほか）

おたのしみ劇場
①2/4②11③12④18⑤25
の毎週（日）・（祝）
10:00〜11:00

【内容】①カワウソ親子の冒険 ほか②母うずら ほか
③金太郎 ほか④ジャングル大帝（誕生） ほか⑤ジャ
ングル大帝（約束） ほか

申込不要

映像利用学習会 2/10（土）14:00〜16:00 【演題】将棋のはなし【講師】松
ま つ く ら な お や

倉直也（日本将棋連盟
八戸支部）

映像利用鑑賞会 2/21（水）13:30〜16:00
市立図書館 【内容】「今度の日曜日に」 上映

熟睡プラ寝たリウム  有料 2/23（金）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【対象】高校生以上

お宝映像上映会
〜興味の世界〜 2/23（金）14:45〜16:50 【内容】歌劇「愛の妙薬」ドニゼッティ 上映

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）

市民伝言板

住まいと空き家相談会
●日時2/14（水）10:30〜15:00●場所はっち5階レジデ
ンスC●内容住宅確保要配慮者の安心な住まいの確保と
転居などに伴い発生する空き家などの相談に、宅建士・
建築士・司法書士が中立的な立場で対応●参加費無料
モト青森県居住支援協議会（事前予約優先）Ｔ017-722-
4086

住まいづくり学院勉強会
●日時1/27、2/3・10・17・24、3/3の各 ( 土 )10：30〜
15：00●場所はちふくプラザねじょう※3/3のみ福祉
公民館（類家）●内容住宅の新築・増改築の正しい知識
を学ぶ●対象全6回参加できる人●参加費有料（教材、
昼食代込み）※詳細はお問い合わせください。
モト電話、FAX、E メールのいずれかで NPO 法人住ま
いづくり学院Ｔ20-5940Ｆ20-5917Ｅ sumai-npo@
umineko-hachinohe.jp

「NPO法人あおばの会」発足1周年記念フォーラム
●日時2/10（土）14:00〜17:00●場所ユートリー●内容
▷演題「WAと共生社会〜共に生きる世界・共に学ぶ社会
を目指して〜」、講師…山脇直司（星槎大学）▷パネルディ
スカッション「子どもが安心して学び・育つとは」●定員
70人●参加費無料モトあおばの会事務局Ｔ22-3470

八戸リサイクルプラザ
（プラザ棟）

休毎週（月）※祝日の場合は翌日（イベントなど開催時は開館）　開9:00〜17:00
Ｔ70‒2396　Ｆ23‒5396　住櫛引字山田山1‒1
※工場棟（土日祝は休み。不燃物などの持ち込み不可）

行事名 日時・場所・内容・定員・対象・申込方法など

冬の再生品提供  要申込 

【内容】修理再生した家具などを低価格で提供（タンス・学習机・ベッド・ソファなど）【対象】八戸市・
階上町・南部町在住の18歳以上の人【申込方法】2/3（土）〜11（日・祝）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明記し提出（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）、最終日は16:00まで【公開抽選】2/14（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで通
知【引取期間】2/17（土）〜25（日）※運搬は当選者が行う


