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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12/25・27〜1/4・15・21・28　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 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-」 1/14（月・祝）まで 【内容】2019年の干支“いのしし”に関する収蔵資料を紹介。

市民講座「八戸城
じょうか

下の学問
交流〜豪商・石橋家を中心
にして（仮）〜」  要申込 

1/12（土）13:30〜 【講師】鈴
す ず き

木淳
よしとき

世（一橋大学大学院）【対象】一般
【定員】60人

前日までに
電話で

おとなの博物館クラブ
「資料の取扱方法〜江戸時代

の刷
すりもの

物〜」  要申込 

1/13（日）10:00〜12:00 【内容】博物館の仕事のひとつ ｢ 実物資料の取り扱
い」を体験【対象】高校生以上【定員】10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

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休12/25・27〜1/4・15・21・28　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・材料費など
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!　※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12/25・27〜1/4・15・21・28　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 内容

企画展「南郷と戦争展」 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。※1/5（土）より一部展示入れ替え

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

写真のまち八戸
「中学生写真日記」2019作品展

【 日時 】1/8（ 火 ）〜14( 月・祝 ）10:00〜19:00（8日 は13:00〜、14日 は17:00ま で ）※授賞式
12(土)13:00〜【場所】三春屋4階催事場【内容】八戸市、連携中枢都市圏の中学生から募集した写
真と日記を用いた作品を展示。審査で選ばれた作品は授賞式で表彰。

大人のためのアート教室
「小箱造形〜心象風景を造る」

 要申込 

1/27（日）13:00〜15:00
Co部屋

【内容】絵画に描かれた心象風景を観賞し、小箱の
中に自分が考えた「心象風景」のコラージュ作品を
つくる。【講師】当室学芸員【対象】高校生以上

【定員】10人【参加費】500円

12/25（火）から
電話で

● 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。

1月の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!

こうみちゃん

にぎやかなイベントが

こかぶくん
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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

八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休12/25・29〜1/3・7・15・21・28　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）

干支工作
「猪

ち ょ と つ も う し ん

突猛進いのしし」
1/6（日）9:45〜12:00 【内容】枝木や木の実を使っていのししのおもちゃ

作り【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

節分マグネット 1/20（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルを使って鬼のマグネット作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

児童科学館（視聴覚センター）休12/29〜1/3・15・21・28　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】1/4（金）〜31（木）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）、12/22（土）〜1/14（月・祝）①〜④【団体】平日①②③

団体のみ
電話で

特別プラネタリウム
｢季節の星空散歩｣  無料 

1/13（日）13:30〜14:10 【内容】冬の星空を紹介する生解説のプラネタリウム 申込不要

ちょい怖プラネ  無料 
1/12（土）〜14（月・祝）
①11:00〜11:30
②15:00〜15:30

【内容】少し怖い神話を盛り込んだ、生解説のプラ
ネタリウム 申込不要

熟睡プラ寝たリウム  有料 
1/23（水）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

１
月
12
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 走れ！新幹線＆スーパー特急
▷17:30〜 小さな世界はワンダーランド「コンクリートジャングル」

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（月、スバル、オリオン大星雲ほか）

１
月
26
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 雪男伝説を追え　▷17:30〜 人間はなぜ笑う

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（リゲル、ふたご座二重星ほか）

部分日食観測会 1/6（日）9:00〜12:00 【内容】望遠鏡や太陽メガネを使って部分日食の観
測会※中学生以下は保護者同伴 申込不要

親子パソコン教室  要申込 
1/7（月）〜9（水）
13:30〜16:30

【内容】パソコンを使ってプログラミングに挑戦
【定員】各日10組【参加費】200円

※小学3年生以下は保護者同伴

電話・FAX
または

直接窓口

神話おばけやしき  有料 
1/12（土）〜14（月・祝）
①10:00〜12:00
②13:00〜16:00

【内容】星座にまつわるギリシャ神話をモチーフに
したおばけやしき【定員】①50組②75組【入場料】
100円【チケット販売】①9:30〜②12:30〜

要チケット
（当日配布）

冬休みおたのしみ劇場 1/4（金）〜14（月･祝）
10:00〜17:00 【内容】いろいろなアニメなどを上映 申込不要

おたのしみ劇場 ①1/20（日）②27（日）
10:00〜11:00

①昔の道具と人々のくらし ほか　②きずだらけの
りんご ほか 申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会 1/23（水）13:30〜16:00 【内容】オペラ全集21楽劇「サロメ」【定員】30人 申込不要

お宝映像上映会
〜興味の世界〜 1/23（水）14:45〜15:35 【内容】DVD上映　ナショナルジオグラフィック「人

工臓器の不思議｣ 申込不要

映像利用学習会 1/26（土）13:00〜15:00 【内容】えんぶりの見方入門【講師】古
ふ る さ と

里淳
じゅん

（市博物館） 申込不要

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
1/4（金）〜14（月･祝）
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

要チケット
（当日受付）
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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12/25・28〜1/4・15・31　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 内容

おすすめ図書展示・貸出 【新成人に贈る本 1/5（土）〜22（火）】　【まだまだ新刊！2018年出版本 1/16（水）〜30（水）】
【直木賞・芥川賞受賞作品展 1/5（土）〜2/11（月・祝）】

第8回八戸市図書館を使った
調べる学習コンクール作品展 1/5（土）〜30（水） 【内容】コンクールの今年度入賞作品を展示します。

図書情報センター 休12/25・28〜1/4・15・31　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 申込方法
おすすめ図書展示・貸出 【ふゆをたのしもう! 1/30（水）まで】　【すごろくDE運試し! 1/5（土）〜30（水）】

冬のおはなし会 1/5（土）13:30〜14:00
上長公民館　和室

【内容】干支や冬にちなんだ絵本や紙芝居をおはな
しします【対象】幼児・児童 申込不要

南
な ん ご う

郷図書館 休12/25・28〜1/4・15・28〜2/1　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 内容・対象
おすすめ図書展示・貸出 【本を紹介する本 1/5（土）〜27（日）】　【映画と読書 1/5（土）〜27（日）】
あおもり冬の読書週間　
かくれた絵はなに？ 1/5（土）〜27（日） 【内容】貸し出し時に合言葉を言った人に巨大パズルのピースを渡し

ます。それを特設コーナーに貼っていくと最後は大きな絵になります。

BOOK福袋 1/5（土）〜27（日） 【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
せて貸し出します。

特別図書整理・館内整理日
による休館に伴う貸出数・
貸出期間の変更

【特別図書整理・館内整理日による休館日】1/28(月)〜2/1(金)
【貸出期間】1/14(月・祝)〜27(日)
【貸出数】図書・雑誌:8冊、ＡV資料:4点【貸出日数】22日間 

八戸ブックセンター 休12/25・29〜1/1・8・15・22・29　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 12/28、1/25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」

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

ワークショップ&ミニトーク
 要申込 

1/20（日）13:00〜15:00

【内容】ギャラリーで展示している「もう一人の吾
われ

行く
ごとし秋の風 村次郎選詩集」の蛇腹製本版を実際に
作ることができるワークショップと、製本や紙に関す 
るミニトーク【ゲスト】信

し の だ

田 博
ひ ろ し

司（三菱製紙八戸工場）

電話・HPで

本のまち読書会　 要申込 

「もう一人の吾行くごとし
秋の風」を読む 1/19（土）14:00〜16:00 【内容】「もう一人の吾行くごとし秋の風 村次郎選

詩集」について語り合う読書会 電話・HPで

知の棚へのチチェローネ
3巡目の4〜動物には世界
はどう見えているだろう?

1/26（土）14:00〜16:00
【内容】今回取り上げる知の世界は、動物が知覚してい

る世界。ギヨーム・デュプラの仕掛絵本「動物の見てい
る世界」など、自然科学と哲学の絵本や図鑑を眺める。

電話・HPで

山の楽
が っ こ う

校 休12/25・29〜1/3・7・15・21・28　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・参加費 申込方法

どんと祭 1/13（日）10:00〜12:00 【内容】正月の松飾り、注
し め な わ

連縄などを持ち寄って燃やします。おしる
このお振舞いもあります。

そば打ち体験楽校  要申込 1/6(日)9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の
2日前までに

電話で豆しとぎの楽校  要申込 1/20（日）9:00〜12:00 【参加費】1,000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

種
た ね さ し

差海岸インフォメーションセンター 休12/29〜1/1　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 日時・場所 内容・定員など 申込方法
お正月限定プログラム

「館内に隠れたイノシシを
探せ!」

1/2（水）・3（木）
10:00〜14:00

【内容】館内に隠された干支「亥
いのしし

」のイラストを全部
見つけて巨大ガラポンに挑戦。景品をプレゼント。 申込不要

ジャンボかるた大会
1/2（水）・3（木）
11:00〜11:30
種差天然芝生地

【内容】天然芝生地でジャンボかるた取り大会を開催。
上位入賞者には景品をプレゼント。【定員】12人 申込不要

企画展「環境省レンジャー
写真展2018」 1/2（水）〜2/28（木） 【内容】環境省レンジャーが撮影した国立公園や世

界自然遺産、国指定鳥獣保護区の写真を展示。 申込不要

 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

カレンダーを作ろう 1/4(金)〜7(月)
10:00〜15:00

【内容】松ぼっくりや貝殻などを使って、自分だけ
のオリジナルカレンダーを作る。【参加費】300円 申込不要

自然物を使った「鬼のお面」
＆「木の枝マグネット」作り

1/19(土)〜2/2(土)
10:00〜15:00

【内容】貝殻、木の実や毛糸などを使ってオリジナルの
鬼のお面や木のマグネットを作る。【参加費】各200円 申込不要

是
こ れ か わ

川縄文館 休12/25・27〜1/4・7・15・21・28　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　※観覧料あり　 

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）の入館受付、土器・土偶・ペンダントの引き取りは2/28(木)まで是川縄文館で行います。
パネル展

「伝える〜大正・昭和初期の
是川遺跡記録写真vol.4」

3/21（木・祝）まで
【内容】大正・昭和初期の是川遺跡を、デジタル化したガラス乾板写

真で紹介。また、フィルム写真で記録された平成の是川遺跡発掘調
査をともに振り返ります。

冬季日曜日縄文体験
コーナー

1/6〜3/31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
※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。粘土を使う体験については要相談。

申込不要

サポートスタッフ研修会
①②（全6回）   要申込 

①1/12（土）②1/26（土）
14:00〜16:00

【内容】①オリエンテーション②滑石の勾玉作り・火起
こし実習【講師】当館学芸員、縄文是川ボランティア

【定員】30人【持ち物】筆記用具

前日までに
電話・FAX、
直接来館

考古学講座⑤  要申込 1/19（土）14:00〜16:00

【演題】①「土屋根住居のある風景-御所野遺跡」講師:
菅
か ん の

野紀
の り こ

子（一戸町教育委員会）②「大
お お ゆ

湯環
かんじょう

状列
れ っ せ き

石87年
間のあゆみ」講師:赤

あかさか

坂朋
と も み

美（大湯ストーンサークル館）
【定員】100人【持ち物】筆記用具

1/18(金)まで
に電話・FAX、

直接来館

縄文土器の拓本作り  要申込 1/26（土）9:30〜12:00
【内容】縄文土器に描かれているきれいな文様を墨

で写し取って拓本作り【定員】30人【持ち物】筆記用
具※汚れてもよい服装で

1/25(金)まで
に電話・FAX、

直接来館
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。

いのるん通信 第35回　発掘現場に行ってきたるん！

平成30年は八戸市内で50件近くの発掘調査が行われました。
今回は、八戸市庁近くの八戸城跡について紹介します。
この遺跡は、江戸時代の城跡として知られていますが、これまでの
調査で弥生時代の建物跡や土器も見つかっています。今年の調査で
はさらに、弥生時代の建物跡2つと、穴に埋められた土器が見つかり
ました。
発掘調査の詳しい成果は、来春の企画展で紹介します。お楽しみに!

土
器
の
中
に
は

白
っ
ぽ
い
塊
が･･･

︒

い
っ
た
い
な
ん
だ
る
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

八戸ポータルミュージアム はっち 休12/31〜1/1・8　開9:00~21:00※12/30、1/2・3は10:00〜18:00　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

はっちのお正月 1/2（水）11:00〜15:45
1階　はっちひろば

【内容】市内高校2校による書道ガールズ新春パフォーマンスや、法
霊神楽の一斉歯打ち、マジックショー、おめでたい唄や踊りなど

ストリート投げ銭ライブ
 in はっち

1/9・23の各（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

 和日カフェ　〜日本文化に親しむ日〜（毎月第3日曜日は「和日カフェ」の日）

邦楽のひととき
【日時】1/20（日）13:00〜14:15【場所】1階　はっちひろば
【内容】筝

そう

・尺八の演奏や朗読を披露（14:15より筝の体験を実施）
申込不要

てぬぐい書初め2019
 予約優先 

【日時】1/20（日）①10:00②11:30③13:30④15:00（各回1時間程度）【場所】1階　
ギャラリー1【内容】手ぬぐいに好きな言葉や干支の絵を筆で書く【定員】各回6人

【参加費】1,000円
モトくるみのひろばＴ090-6784-9775Ｅhachikuru17@gmail.com（在家）

電話・Eメール

ふだんきものと和の生活を
楽しむ  一部予約優先 

【日時】1/20（日）10:00〜16:00（受付15:00まで）【場所】1階　シアター1
【内容】帯結びや着付け、手仕事体験を実施【参加費】500円〜 電話・Eメール

自分だけの花器を作って
花をいけてみよう

【日時】1/20（日）10:00〜15:00【場所】3階　和のスタジオ・八庵【内容】マスキン
グテープで自分だけの花器を作って花をいけてみよう。19日（土）より、いけば
な作品展も開催【参加費】700円〜

申込不要

節分弁当と和菓子作り
 予約優先 

【日時】1/20（日）①10:00〜13:00②13:30〜15:30【場所】4階　食のスタジオ
【内容】①節分弁当ごはん（5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Mela RosaＴ51-8527Ｅmela.rosa8@gmail.com
電話・Eメール

こどもはっち 休12/29〜1/1・8　開9:30〜16:30※1/2・3は10:00〜16:30　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

おもちつき会 1/13(日)10:30〜11:30
5階　共同スタジオ

【内容】はっぴを着て、もちつき体験とお餅の試食
※なくなり次第終了【対象】就学前児童と保護者

【定員】200人
申込不要

はちのへおもちゃ病院 1/20(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 1/20(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

はっちでパクパクルーム
 要申込 

1/27(日)11:30〜13:00
4階　食のスタジオ

【内容】子どもも大人も一緒にご飯を食べよう！宿
題などを持ち込んでタダ勉タイム(学習指導)と大
人の”ほっこりお茶タイム”で過ごしましょう。

【参加費】大人100円（子どもは無料）

電話で

不登校および学習支援
相談会

1/27（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

第14回こどもフェスタ
はちのへこどものまち vol.4
 要申込 

2/23（土）・24（日）
10:00〜15:00
公会堂、市公民館

【内容】子どもたちが架空の「まち」をつくり、さま
ざまな仕事に取り組む【対象】小学生【定員】500人

【参加費】200円（保険料）※詳細はチラシ、はっち
ホームページをご覧ください。

ハガキで

八戸リサイクルプラザ
（プラザ棟）

休12/29〜1/3、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
すすきでほうき作り教室
 要申込 

1/20（日）9:00〜12:00 【内容】すすきを使い、小ぼうき作り【定員】10人
【持ち物】刺しゅう糸（持っている場合）

12/25（火）から
電話でブックカバー作り教室

 要申込 
1/26（土）9:00〜12:00

【内容】布を使い、ブックカバー作り【定員】5人
【持ち物】布（20cm×45cm）2種類、裁ちばさみ、

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

市民伝言板

青森県弁護士会 講演会
●日時2/3（日）14:00〜16:00●場所はちふくプラザねじょう
●講演「『自衛隊明記』で何が変わる?－憲法9条改正を 
考える－」●講師木

き む ら

村草
そ う た

太（首都大学東京）●参加費無料
問青森県弁護士会Ｔ017-777-7285
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1/17（木）13:30〜15:30●場所はっちシアター2
●内容名画鑑賞会「シャレード」（主演:オードリー・ヘッ
プバーン）●定員80人●参加費無料
申あおもり県民カレッジ事務局Ｔ017-739-0900
問三八学友会事務局（對馬）Ｔ35-5674

「産業カウンセラー養成講座」無料体験セミナー  要申込 

●日時1/26（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）、講座日を明記し、FAXで日本産業カ
ウンセラー協会東北支部Ｆ022-715-8115問青森事務所
Ｔ017-762-7631

海上自衛隊大湊地方隊「第41回定期演奏会」  要申込 

●日時2/11（月・祝）14:00（開場13:00〜）●場所公会堂
●対象小学生以上●参加費無料・要整理券
●応募方法1/28（月）（必着）までに住所・氏名・年齢・電
話番号、同行者の氏名・年齢を明記し「往復はがき」ま
たは E メールで海上自衛隊大湊地方総監部（広報）「第
41回定期演奏会」係（〶035-8511 むつ市大湊町4-1）
※応募は1人1通まで。1枚で5人まで応募可
Ｅorh-kouhou@inet.msdf.mod.go.jp
問海上自衛隊大湊地方総監部 広報係
Ｔ0175-24-1111（内線2304）
ホmod.go.jp/msdf/oominato/

海上自衛隊八戸航空基地
「2019年度防衛・基地モニター募集」  要申込 

●委嘱期間31年4/1〜33年3/31●対象20〜59歳までで
次のすべてに該当▷公務員以外の職に就いている人（主
婦・学生含む）▷海上自衛隊モニター未経験で市内およ
び近隣市町村に在住の人モト1/11（金）までにはがき、E
メール、FAXで、希望モニター名（「防衛」「基地」「どちら
でも良い」）、氏名（ふりがな）、性別、生年月日、職業、電
話番号を明記し、海上自衛隊第2航空郡司令部広報室（〶
039-1180河原木高館）Ｔ28-3011（内線2331、2332）
Ｆ28‒3302Ｅ2aw-kouhousitu@inet.msdf.mod.go.jp

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

元
旦
企
画

元旦お振舞い 1/1（火・祝）10:00〜
5階　展望室

【内容】3階展示室有料入館者に限定200個で紅白の鶴子饅頭をお振
舞い。

2019新春
缶詰フェア！

1/1（火・祝）
4階　売店

【内容】地元八戸の高校、水産加工場、東北のおいしい缶詰を一堂に
集めて、販売。

企
画
展（
３
階
展
示
室
）

卒業おめでとう展 1/1（火・祝）〜3/31（日）
1/6（日）表彰式

【内容】今年度卒業を控えている市内小学6年生がアンケートで選
んだ第1位から10位の生き物を展示。また、絵を描いて応募した人
の中から、選考により入賞者を表彰。

クリオネ展 1月中旬〜4月頃（予定） 【内容】流氷の妖精クリオネを展示。※海況により変更する場合あり

サケ成長日記2019 5月中旬（予定）まで 【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。

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「お正月」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 1/22（火）まで 【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。
青森県立高等支援学
校作品展 1/26（土）〜2/24（日） 生徒の皆さんによる写真や作業での製品を展示・紹介。

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。
ハガキに書こう海洋の夢ハ
ガキ作成会＆親子餅つき会 1/5（土） 【内容】クラブ会員が、海洋の夢をのせたはがきを作成して、コンテ

ストに応募する企画。終了後には、親子餅つき体験を開催。

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

マリエント市出店者大募集!【内容】5月に開催する「マリエント市」の出店者を大募集。手作り商品や体験コーナーなど大歓迎。
展示ホール利用者大募集！ 【内容】4階と5階展示ホールを利用した写真や作品などの展示を大募集!


