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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

博物館 休10・17・25・27〜1/4　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・対象・定員など 申込方法
新春ミニ企画

「えと展-いのしし-」 12/15（土）〜31年1/14（月・祝）【内容】2019年の干支“いのしし”に関する収蔵資料を紹介します。

博物館クラブ
「しめ飾りづくり」  要申込 

12/9（日）10:00〜12:00 【講師】「寿の会」の皆さん【対象】親子、一般※小学
生以下は保護者同伴【定員】20人【材料費】200円

11/20（火）から
電話で

市民講座「地域における
美術館とは（仮）」  要申込 

12/22（土）13:30〜 【講師】山
や ま だ

田泰
や す こ

子（新美術館建設推進室）【対象】一般
【定員】60人

前日までに
電話で

根城史跡ボランティア募集 詳しくは当館へ

● 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

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休10・17・25・27〜1/4　開9:00〜17:00　Ｔ41‒1726  Ｆ41‒1756
住根城字根城47　※入場料あり

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法

根城おもしろ講座
「ミニ門松作り」  要申込 

12/8（土）10:00〜12:00 【対象】小学生以上【定員】10組 前日までに
電話で

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!　※団体の場合は事前に要相談

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（デコ）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

南
な ん ご う

郷歴史民俗資料館 休10・17・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・定員など 申込方法

企画展「南郷と戦争展」 31年3/24（日）まで 当館収蔵の戦争資料や、南郷地区に残る忠魂碑などから戦時下の
様子を紹介します。

しめ飾りづくり  要申込 12/2（日）10:00〜12:00 【講師】滝
た き さ わ

沢カチ【対象】一般【定員】10人
※汚れても良い服装で

11/21（水)から
電話で

種
た ね さ し

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　Ｔ51‒8500　Ｆ51‒8501
住鮫町字棚久保14‒167

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

竹スキーを作ろう  要申込 12/9（日）9:15〜12:00
【内容】昔の子供たちの冬の遊び「竹スキー」を種差

のお父さんに教わりながら作る。【定員】5組
【参加費】500円（おやつ付・保険料込）

12/3（月）まで
に電話で

ぷらっとプログラム【場所】レクチャールーム  ※利用状況により実施できない場合あり

松ぼっくりツリー作り 12/1(土)〜25(火)
10:00〜15:00

【内容】松ぼっくりにビーズやスパンコールなどを飾
り付けし、クリスマスツリーを作る。

【参加費】300円
申込不要

アレンジ門松作り 12/26(水)〜28(金)
10:00〜15:00

【内容】種差海岸の貝殻や木の実を門松風に飾り付
けてアレンジ門松を作る。【参加費】200円 申込不要

こうみちゃんこかぶくん

メリ
ー・クリスマス
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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

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・定員など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出
【ぐりとぐら誕生55周年 12/1（土）〜18（火）】　【いわさきちひろ生誕100年 12/1（土）〜18（火）】
【ハッピークリスマス 12/1（土）〜24（月・休）】　【しかけ絵本展 12/12（水）〜27（木）】
【冬休みおすすめ本 12/19（水）〜31年1/14（月・祝）】

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

12/13（木）10:00〜12:00
※毎月第2（木）開催

【内容】毎月開催される絵本や読み聞かせの勉強会
【定員】20人※初めて参加する人は、事前連絡必要

電話、
直接来館

冬のおはなし会 12/15（土）10:30〜11:30 【内容】ストーリーテリングと絵本の読み聞かせ
【対象】4歳以上【定員】80人 申込不要

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・内容 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【大掃除 12/1（土）〜27（木）】　【ふゆをたのしもう！ 12/1（土）〜31年1/30（水）】
さんかくサンタでツリーを
つくろう！ 12/1（土）〜24（月・休） 【内容】折り紙でサンタクロースを作り、顔を描いて、

ツリーの飾りを作ります。 申込不要

南
な ん ご う

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・対象 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【クリスマス！ 12/1（土）〜27（木）】　【おせち料理 12/1（土）〜27（木）】
第19回　スウィングベリー
で冬のおはなし会

12/23（日・祝）10:30〜12:00
南郷文化ホール

【内容】スクリーンや照明、音響などの舞台効果が
楽しめる舞台上でのおはなし会【対象】幼児・児童 申込不要

八戸ブックセンター 休4・11・18・25・29〜1/1　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 申込方法

ブックドリンクス 11/30、12/28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 申込不要

ギャラリー展
「紙から本ができるまで展

2018」

31年1/27（日）まで
ギャラリー

【内容】八戸で作られた紙から、本ができるまでの過
程を紹介。管

すが

啓
け い じ ろ う

次郎（詩人・比較文学者）が新たに選
定をした八戸出身の詩人・村

むら

次
じ ろ う

郎の詩集の制作過程
を追う。村次郎の遺品なども展示。

申込不要

本のまちワークショップ
 要申込 

12/8（土）10:00〜12:00 【内容】はんこでオリジナルラッピング用紙を作り、
本をラッピングしてみましょう! 電話・HPで

八戸ブックセンター開設
2周年記念 講演＆朗読会

「誤った朗読術。」

12/15（土）10:00〜11:30
（開場 9:30）

公会堂文化ホール

【出演】 松
まつだいら

平定
さだとも

知（元NHKアナウンサー）
※詳しくは、21ページをご覧ください。

申込不要

アカデミック・トーク
「太宰治を読み直す ～青森

県近代文学館『 太宰治没後
70年 ―秘蔵資料大公開―』
解説～（仮）」  要申込 

12/16（日）14:00〜
青森県近代文学館で開催されている「太宰治没後70
年―秘蔵資料大公開―」にあわせ、竹

たけなみ

浪直
な お と

人（青森県
近代文学館）が展示の概要や見どころを解説する。

電話・HPで

本のまち読書会
「わたしのベスト本2018!」

 要申込 
12/22（土）14:00〜

【内容】今年読んだ本で面白かった本、誰かにお薦め
したい「ベスト本」を持ち寄って紹介しあう読書会

（発行年は問わない）。
電話・HPで

対象 期間 貸出数 貸出期間

図書・雑誌 12/14（金）〜27（木） 8冊 23日間

ＡＶ資料 12/14（金）〜27（木）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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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（視聴覚センター）休3・10・17・29〜1/3　開8:30〜17:00　Ｔ45‒8131　Ｆ45‒8132　
住類家四丁目3‒1　Ｅ jido@kagakukan-8.com

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法
プラネタリウム  有料 

「月にお花が降るでしょう」
【日時】12/1（土）〜28（金）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）と12/25（火）〜28（金）①〜④ 【団体】平日①②③

団体のみ
電話で

熟睡プラ寝たリウム  有料 12/23（日・祝）13:30〜14:30
※毎月23日開催

【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 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

12
月
８
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 ぼくは王さま　▷17:30〜 ナショナルジオグラフィック「核の脅威」

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】月にお花が降るでしょう

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】冬の星空（火星、二重星団、スバルほか）

12
月
22
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 サンタクロースになった少年　▷17:30〜 かあちゃん

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】月にお花が降るでしょう
18:00〜（生解説） 【内容】星空散歩「冬の星空」

市民星空観望会 17:00〜18:45 【内容】冬の星空（月、アンドロメダ座二重星ほか）

おたのしみ劇場 ①12/2（日）②9（日）
③16（日）10:00〜11:00

①星の子 ほか　②クリスマスのおくりもの ほか
③年神様とお正月 ほか 申込不要

冬休みおたのしみ劇場 12/22（土）〜28（金）
10:00〜17:00 【内容】毎日変更します。 申込不要

冬休み図工教室  要申込 
12/24（月・休）
①10:00〜②13:30〜

【内容】LEDクリスマスツリーを作ろう
【定員】各回15人【参加費】1,000円

電話・FAXまたは
Eメールで

市立図書館
「映像利用鑑賞会」 12/26（水）13:30〜16:00

【内容】プロフェッショナル 仕事の流儀「人間、死ぬ 
まで勉強  料理人  西

に し

健
け ん い ち ろ う

一郎の仕事」【定員】30人
申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
12/25（火）〜28（金）
10:00〜16:00

【内容】マカロンストラップ、スーパーボール、プラ板
キーホルダーなどの工作体験【参加費】200円以内
※小学3年生以下は保護者同伴

申込不要

マリエント（水産科学館）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

企
画
展

マリエントコレクション2018
「クラゲギャラリー展」

12/25（火）まで
3階　展示室

【内容】ドレスアップしてランウェイを歩くような、華やかで派手
な魚たちのにぎやかな雰囲気の展示をご覧ください。

夜のマリエント「冬」 12/22（土）〜24（月・休） 【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。お菓子釣り体験有り（有料）

サケ成長日記2018 5月中旬（予定）まで
3階　展示室

【内容】新井田川漁業協同組合提供のサケの受精卵の孵
ふ か

化から放流
するまで、成長する様子を展示・紹介します。

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12:00〜

★やって体験する（随時）
▷「ちきゅう」クイズにチャレンジしよう!▷しんかい6500に乗って深海へGO!VR（バーチャルリアリティー）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
「ハガキにかこう海洋

の夢コンテスト」
入選作品展

12/1（土）〜31年1/22（火）
【内容】JAMSTEC主催のコンテストで、全国の小学生がハガキいっ

ぱいに“海洋の夢”を描いた作品を紹介。子どもたちの自由な発想
でのびのびと描かれたすばらしい作品をご覧ください。

マリエント「ちきゅう」たんけんクラブ　※詳細は、問い合わせまたはホームページをご覧ください。
「ちきゅう」情報館・「ちきゅう」

たんけんクラブ発足11周年
およびマリエント開館30周
年記念式典

12/1（土）10:00〜12:00　
【内容】 田

た し ろ

代省
しょうぞう

三（JAMSTEC の有人潜水調査船「しんかい6500」 
初代潜航長）の記念講話や海上自衛隊大湊音楽隊による演奏会を
開催予定。

会員募集
①ジュニア②シニア

【内容】①実験や体験で、楽しく科学を学ぶ（月1回程度）。JAMSTECの科学者や探査船のパイロッ
トの講義（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
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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

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休3・10・17・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・対象・定員など 申込方法
 サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

クリスマスオーナメント 12/2（日）9:45〜12:00 【内容】枝や木の実を使ってオーナメント作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

どんぐり村のクリスマス 12/16（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルを使ってクリスマスの置き物作
り【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

山の楽
が っ こ う

校 休3・10・17・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 参加費 申込方法
くずつるかごの楽校 12/2(日)9:00〜12:00 【参加費】1,500円

開催日の
2日前までに

電話で

布編みスリッパの楽校 12/9（日）9:00〜15:00 【参加費】3,000円
あしたの楽校庭じまい 12/16（日）9:00〜12:00 【参加費】2,000円
冬至そばの楽校 12/22（土）9:00〜12:00 【参加費】1,500円
年越しそばの楽校 12/23（日・祝）9:00〜12:00 【参加費】1,000円

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 内容・定員・持ち物など 申込方法
エコクリスマスカード作り
教室  要申込 

12/8（土）10:00〜12:00 【内容】古紙を利用してクリスマスカード作り【定員】
10人【持ち物】マスキングテープ（持っている場合） 11/27（火）から

電話でエコ正月飾り作り教室
 要申込 

12/15（土）9:00〜12:00 【内容】牛乳パックで作った紙で凧型壁飾り作り
【定員】5人【持ち物】刺しゅう糸（持っている場合）

はちのへまちなかアートラボ  C
コ ベ ヤ

o部屋（新美術館建設推進室）休（土）（日）（祝）開10:00~17:00
Ｔ45‒8338Ｆ24‒4531住八日町9 ダイヤビル1階

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法

創作教室アートイズ　
「紙をまとった落ち葉で手

紙を書こう☆」  要申込 

12/16（日）10:30〜12:00
はっち

【内容】落ち葉と牛乳パックの手すき紙はがきを作っ
てお手紙を書こう!【講師】佐

さ ぬ き

貫巧
たくみ

（八戸学院大学短期 
大学部）、沼

ぬ ま お

尾大
だいしん

伸（幼稚園教諭）【対象】3才〜小学4年 
生とその保護者【参加費】1組500円

電話で

是
こ れ か わ

川縄文館 休10・17・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

縄文学習館（是川縄文館分館）は、冬期間、是川縄文館で入館受付します。　12/1（土）〜31年2/28（木）

考古学講座④  要申込 12/8（土）14:00〜16:00
【内容】世界遺産登録に向けた講演会（二ツ森貝塚ほか）
【講師】高

た か べ

部由
ゆ か

夏（七戸町教育委員会）ほか
【定員】100人【持ち物】筆記用具

前日までに
電話で

パネル展「伝える」 12/15（土）〜31年3/21（木・祝） ※詳しくは23ページをご覧ください。

特別講演会  要申込 12/15（土）14:00〜16:00
【演題】文化財を撮る―写真が遺す歴史
【講師】中

な か む ら

村 一
い ち ろ う

郎（奈良文化財研究所）【定員】100人
※観覧料必要

前日までに
電話で

これかわ考古学クラブ④
（全4回）  要申込 

12/22（土）10:00〜12:00 【内容】遺物の観察・計測【対象】小学5年生〜中学3
年生【定員】30人【持ち物】筆記用具（要別途保険料）

電話・FAX、
直接来館

冬季日曜日縄文体験
コーナー

12/2〜23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
まがたま

玉作り【参加費】100円〜1,000円
※粘土を使う体験については要相談。各体験は材料
がなくなり次第終了、また受付終了時間が異なる

申込不要

サポートスタッフ募集 【内容】教育普及のサポートスタッフ（縄文是川ボランティア）を募集※詳細はお問い合わせください
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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

八戸ポータルミュージアム はっち 休11・31〜1/1　開9:00~21:00　Ｔ22‒8228　Ｆ22‒8808
住三日町11‒1　Ｅhacchi@city.hachinohe.aomori.jp　ホhacchi.jp

行事名 日時・場所 内容・定員など 申込方法

第六回南部弁の日
はっちがずっぱど南部弁

12/1（土）①14:00〜15:30
②17:00〜19:00

12/2（日）①13:30〜15:30
②17:00〜19:00

【内容】1日（土）は柾
ま さ や

谷伸
の ぶ お

夫と語り部による南部弁サミットを開催し、方
言の魅力などを紹介。2日（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】12/1（土）②は要整理券。12/2（日）①②とも
に一般1,800円、高校生以下1,000円

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

12/19（水）19:00〜20:00
1階　はっちひろば

【内容】市内で音楽活動しているパフォーマーたちによるさまざまな
ジャンルの音楽ライブ

はっちのクリスマス 2018
ビー玉でマーブルアートを
作ろう

【日時】12/1（土）13:00〜16:00、12/2（日）10:00〜16:00（12:00〜13:00除く）
【場所】1階　ギャラリー1【内容】ビー玉でクリスマス飾り作り【参加費】700円 申込不要

ラクレット料理 de テーブル
マナー  要申込 

【日時】12/15（土）12:00〜13:30【場所】4階　食のスタジオ
【内容】料理と、飲み物アレンジ体験を楽しみながらテーブルマナーを学ぶ
【参加費】2,000円（小学生以下1,500円）

電話で

LED でクリスマスランプ
を作ろう  要申込 

【日時】12/21（金）・22（土）①10:00〜12:00②13:00〜15:00【場所】2階　ギャラ
リー2【内容】LEDで光る小さなクリスマスランプ作り〈12/18（火）〜作品展〉

【定員】各回12人〈12/7（金）まで〉【参加費】1,000円（1キット）

12/7（金）までに
電話で

プログラミング学習ロボット
「P

ペ ッ ツ

ETS」であそぼう !
【日時】12/23（日・祝）10:00〜16:00【場所】1階　シアター1【内容】パソコンを使

わずブロックを挿し込んで動かす「PETS」で遊んでプログラミング入門 申込不要

和日カフェ～日本文化に親しむ日～

悠久のデザイン文字
【日時】①12/15（土）12:00〜21:00②12/16（日）9:00〜16:00【場所】1階　はっち

ひろば【内容】篆
てんこく

刻・書・刻
こ く じ

字作品約70点を展示。16日には落
らっかんいん

款印づくり体験を実施
申込不要

落
らっかんいん

款印づくり体験 【日時】12/16（日）①10:00〜12:00②13:00〜15:00【場所】1階　はっちひろば
【定員】30人【参加費】300円

申込不要

アレンジおせちと
和菓子づくり  予約優先 

【日時】12/16（日）①10:00〜13:00②13:30〜15:30【場所】4階　食のスタジオ
【内容】①アレンジおせち(7品)②お手軽和菓子(3品)【参加費】①1,500円②1,000円
【定員】各回8人モトカフェ メラ ローサＴ51-8527Ｅmela.rosa8@gmail.com

電話・Eメール

お正月に使える
和小物づくり

【日時】12/16（日）10:00〜16:00【場所】マチニワ【内容】①はって巻くだけのつる
し飾り②ポチ袋【参加費】①500円〜②300円〜※使用する材料により変動あり

【定員】各20人
申込不要

投
とうせんきょう

扇興を楽しむ 【日時】12/16（日）10:30〜15:30【場所】3階　和のスタジオ・八庵【内容】扇子を的に
向かって投げ、落ちた形で点数を競う「投扇興」講座と体験を実施【参加費】200円 申込不要

クリスマスいけばな体験 【日時】12/16（日）11:00〜15:00(最終受付14:30)【場所】1階　ギャラリー1
【内容】クリスマス用ブーツに花をいけてみませんか？【参加費】800円 申込不要

こどもはっち 休11・29〜1/1　開9:30〜16:30　ＴＦ22-5822　住三日町11‒1　はっち4階
※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・対象など 申込方法

不登校および学習支援
相談会

12/2・16の各(日)
14:00〜17:00
八戸ニューポート　3階

【内容】不登校や学習困難の小・中・高校生のための
学習支援の場※個別相談対応【対象】高校生まで 申込不要

はちのへおもちゃ病院 12/9(日)10:00〜12:00
5階　共同スタジオ

【内容】壊れたおもちゃを原則無料で修理。1人1点まで
※部品交換など実費（50円〜300円）かかる場合あり 申込不要

ひきこもり家族交流会 12/9(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

こどもはっちオレンジデー
12/16(日)9:30〜12:30
4階　こどもはっち
※一般は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
さんなどハンディキャップのあるお子さんと家族
のための特別開館日※要入館料

申込不要

こどもはっちクリスマス会
 要申込 

12/23（日・祝）
10:30〜12:00
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
子さん一人につき）

12/3（月)9:30
から電話で

小学生冬休み企画
「株ってなあに？親子で学ぶ

株式のしくみ」  要申込 

12/23（日・祝）
13:30〜15:00
1階　はっちひろば

【内容】アニメを見ながらゲーム感覚で株の仕組み
を学ぶ。「株主王」は誰かな？【対象】小学1〜6年生
とその保護者【定員】20組

11/30（金)9:30
から電話で




