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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12・25　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111  Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1　※入館料あり
※18(月)はえんぶり期間中のため臨時開館

行事名 日時 内容・対象・定員など 申込方法

 企画展
 「えんぶり展」「ひな人形展」 1/26（土）〜3/10(日)

【内容】「えんぶり展」では、烏帽子や御囃子道具、衣装などの収蔵資
料を中心に紹介。「ひな人形展」では、同館収蔵の享保雛・古今雛を
はじめ、今回は近畿地方の郷土雛や個性豊かな立雛を紹介。

「えんぶり展」
ギャラリートーク

2/18(月)・19(火)
各日12：30〜 【内容】「えんぶり展」を同館学芸員が分かりやすく解説。

博物館クラブ  要申込 

エンコエンコの銭太鼓づ
くり〜もうすぐえんぶり
の季節〜

2/3（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(日)から
電話で

貝びな作り〜ハマグリの
おひなさまを飾ろう〜 2/24（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(日)から

電話で
市民講座「えんぶりの見方
入門」  要申込 

2/9（土）13:30〜 【講師】古
ふるさと

里淳
じゅん

（同館館長）【対象】一般【定員】50人
前日までに

電話で
根城史跡ボランティア募集 詳しくは同館へ

史跡根
ね じ ょ う

城の広場 休12・25　開9:00〜17:00　Ｔ41‒1726  Ｆ41‒1756　住根城字根城47　※入場料あり
※18(月)はえんぶり期間中のため臨時開場

行事名 日時 内容・材料費など 申込方法

史跡根城・えんぶり撮影会 2/18(月)・19(火)
各日11：00〜

【内容】根城の広場本丸で「えんぶり」撮影会
※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!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　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

企画展「南郷と戦争展」 3/24（日）まで 同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。

山の楽
が っ こ う

校 休4・12・18・25　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
南郷雪蛍まつり 2/9（土）17:00〜20:00 詳しくは15ページをご覧ください。

そば打ち体験楽校  要申込 2/3(日)9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円 開催日の
2日前までに

電話でうどんの楽校  要申込 2/24（日）10:00〜12:00 【参加費】1,500円
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八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休4・12・18・25　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）

バレンタイン工作
「スウィーツキーホルダー」 2/3（日）9:45〜12:00 【内容】おかしの形のキーホルダー作り

【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

ひなまつり工作
「おひなひな」 2/17（日）9:45〜12:00 【内容】木の実を使った指人形作り

【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

八戸ブックセンター 休5・12・19・26　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 1/25、2/22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
「太

お お た

田泰
や す

友
と も

ブックアート展」
2/9（土）〜4月中旬

【内容】芸術分野におけるドイツの最高学位マイス
ターシューラー号を日本人初で取得し、ブックアー
ティストとして活躍する太田泰友の作品を展示。本
が持つ役割や要素をアートの視点で捉えなおす。

申込不要

アカデミックトーク
「昭和十四年『青森縣出身の

在京藝術家座談會』の芸術
家たち」（仮）  要申込 

2/2（土）14:00〜16:00

【内容】青森県立美術館コレクション展「昭和十四年
『青森縣出身の在京藝術家座談會』の芸術家たち」の

概要や見どころを解説。
【講師】高

たかはし

橋しげみ（青森県立美術館）

電話・HPで

本のまち読書会
「知の棚へのチチェローネスペ

シャル 〜帆風美術館と初代
館長小

お ば ら

原紹
しょういちろう

一郎〜」  要申込 

2/16（土）14:00〜16:00
【内容】開館から現在開催中の「国宝・重文展」後期ま

での全図録を手がけた初代館長 故・小原紹一郎氏の
足跡を辿る。【講師】吉

よ し だ

田章
あ き え

恵（帆風美術館）
電話・HPで

執筆・出版ワークショップ
「超ショートショート講座」

 要申込 
2/23（土）14:00〜16:00

【内容】原稿用紙1〜3枚程度の短くて不思議な小説
「超ショートショート」のアイデア発想から作品完成

までを行うワークショップ【講師】田
た ま る

丸雅
まさとも

智（小説家）
電話・HPで

市立図書館 休12・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 日時 内容 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【スイーツ・レシピ 2/1（金）〜19（火）】　【平成をふりかえる 2/1（金）〜27（水）】
【ティーンズコーナー知ってますか? 2/13（水）〜3/12（火）】　【新生活応援!! 2/20（水）〜3/21（木・祝）】

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

2/14（木）10:00〜12:00
※毎月第2（木）開催

【内容】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

図書情報センター 休12・26〜3/1　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・内容など
おすすめ図書展示・貸出 【洋楽CD特集 2/1（金）〜25（月)】　【はる、みーつけた! 2/1（金）〜3/28（木）】
特別図書整理休館・月末休
館に伴う貸出数と貸出期間
の変更

【特別図書整理休館・月末休館日】2/26(火)〜3/1(金)
【貸出期間】2/13(水)〜25(月)【貸出数】図書・雑誌:8冊、ＡV資料:4点【貸出日数】22日間 

南
な ん ご う

郷図書館 休1・12・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 日時・対象など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【美味しい話 2/2（土）〜27（水）】　【可愛い ちくちく 2/2（土）〜27（水）】
【こっちもサバイバル 2/2（土）〜27（水）】

冬のおはなし会 2/17（日）11：00〜12：00 【対象】幼児・児童 申込不要

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
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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4・12・18・25　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】2/1（金）〜24（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）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 
2/23（土）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 申込不要

毎月第2・4（土）の夕方はスペシャルナイト

２
月
９
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 プチバンピVol.4　▷17:30〜 修験道今昔、エリア51の真実

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】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、シリウスほか）

２
月
23
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 プチバンピVol.5   ▷17:30〜 三遊亭楽太郎十八番集「禁酒番屋・死神」

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（オリオン大星雲、リゲルほか）

おたのしみ劇場

①2/3（日）②10（日）
③11(月･祝）④17(日)
⑤24(日)
10:00〜11:00

①おにたのぼうし ほか　②走れ！ハイパー特急＆ジョ
イフルトレイン 　③走れ！私鉄特急＆快速列車　
④ドナルドダック｢ドナルドのベルボーイ｣ ほか　
⑤はたらくくるま｢人やものを運ぶ車、作業する車｣ 

申込不要

お宝映像上映会
〜興味の世界〜 2/23（土）14:45〜15:22 【内容】DVD上映　学問と情熱2「岡倉天心」 申込不要

市立図書館
映像利用鑑賞会 2/27（水）13:30〜16:30 【内容】八甲田山（171分）【定員】30人 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、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）

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2-41　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

市民英会話教室②
 要申込 

2/14（木）・15（金）
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）の会話や表現▷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または送迎ありで可）【講師】外
国語指導助手（ALT）【申込方法】1/30（水）（必着）までに、氏名（ふり
がな）・年齢・性別・住所・電話（FAX)番号・Eメールアドレス(お持ち
の人）・希望クラス（上級・中級・初級）・希望日（1日のみ、前半・後半
の選択可）を明記し、郵送・FAXまたはEメールで教育指導課
住〒031-8686内丸一丁目1-1Ｔ43‒9519Ｆ47‒4997
Ｅshido@city.hachinohe.aomori.jp

市民パソコン教室③
 要申込 

2/14（木）・15（金）
13:30〜16:30

（受付時間13:15〜）

【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日間受講【対象】18歳以上の社会人【定員】20人【申込方法】2/6（水）

（必着）までに、氏名（ふりがな）・性別・住所・電話（FAX）番号・Eメールア
ドレス（お持ちの人）、「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※応募多数の場合は抽選

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】2/2（土）〜10（日）9：00〜16：00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）【公開抽選】2/13（水）14:00【当選通知】当選者のみはがきで通知

【引取期間】2/16（土）〜24（日）9：00〜16：00※運搬は当選者が行う
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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（水産科学館）休4〜7　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

卒業おめでとう展 3/31（日）まで
3階展示室

【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。

クリオネ展 4月頃まで（予定）
3階展示室 【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
2018年度 5月中旬まで（予定） 【内容】新井田川漁業協同組合提供のサケの受精卵のふ化から放流

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「桜」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 青森県立高等支援学校
作品展 2/24（日）まで 生徒の皆さんによる写真や作業での作品を展示・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。
平成30年度活動をフィード
バック＆表彰式 2/3（日） 【内容】今年度のマリエント「ちきゅう」たんけんクラブ活動に関わ

る表彰式と、活動を振り返る。

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!
こいのぼり募集！ 【内容】お家で使われなくなったこいのぼりをもう一度マリエントで泳がせてみませんか？

是
こ れ か わ

川縄文館 休4・12・18・25　開9:00〜17:00　Ｔ38‒9511　Ｆ96‒5392
住是川字横山1　※観覧料あり　 

※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。
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〜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
をともに振り返る。

考古学講座⑥  要申込 2/2（土）14:00〜16:00
【演題】「神宿る島」宗

むなかた

像・沖
おき

ノ
の

島
しま

と関連遺産群、世界遺
産登録のあゆみ【講師】大

おおたか

高広
ひろかず

和（福岡県文化振興課 
世界遺産室）【定員】100人【持ち物】筆記用具

2/1(金)まで
に電話・FAX、

直接来館

日曜日縄文体験コーナー 2/3〜3/31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
③④⑤⑥（全6回）   要申込 

③2/ 9（土）14:00〜16:00
④2/16（土）14:00〜16:00
⑤2/22(金） 7:30〜18:00
⑥2/23(土)14:00〜16:00

③【演題】「考古資料でたどる八戸の歴史」
　【講師】工

く ど う

藤竹
たけひさ

久 （青森県文化財保護審議会）
④【演題】「AED講習」【講師】八戸消防署 救急隊
⑤【内容】博物館研修【引率】同館学芸員
⑥【演題】「丹後平古墳群出土品について」
　 【講師】船

ふ な ば

場昌
ま さ こ

子（市博物館）【定員】30人
　【対象】中学生以上【持ち物】筆記用具

前日までに
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。
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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
「はじめてのお使い!?

100均アイテムでブリコラー
ジュアート☆」  要申込 

2/24（日）13:30〜15:00
はっち

【内容】100均アイテムを本来の用途とは違う使い
方で新しいモノを創作。【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

1/28（月）から
電話で

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　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 内容など

DASHIJIN
工作ワークショップ

1/26（土）・27（日）、
2/2（土）・3(日）
13:30〜15:00
5階　共同スタジオ

【内容】山車づくりの楽しさを体験することができる工作ワーク
ショップを開催。2/9〜11に開催する「DASHIJIN LAND」でマチニ
ワを装飾するための部品などの製作を行う。

DASHIJIN LAND
（ダシジン  ランド）

2/9(土）〜11（月・祝）
10:00〜17:00
※11日は16:00まで
マチニワ

【内容】山車の発砲スチロール彫刻や人形などで装飾された小さな
遊園地「DASHIJIN LAND」がマチニワに出現。メインアトラクショ
ンとして自動車動力のメリーゴーラウンドが楽しめます。

 8周年記念企画

全国アートNPOフォーラム 
2019 in 八戸「地域とアート」
のこれからを拓く  要申込 

2/9（土）13：00〜
2/10（日）10：30〜
1階　はっちひろば

【内容】全国の地方都市で草の根的なアートプロジェクトの実践者
として活躍する約20組による活動発表と、平

ひ ら た

田オリザ（劇作家）、 
宇

う の

野重
し げ き

規（東京大学）らによる講演を行う。
※申し込み方法などは、お問い合わせください。

8周年セレモニー 2/11（月・祝）10：00〜
1階　はっちひろば

【内容】8年前の2/11にオープンした「はっち」の誕生日を祝うセレモニー 
や、オープニング企画「八戸レビュウ」の写真家浅

あ さ だ

田政
ま さ し

志による8年目 
の記念撮影会を行う。ほかにも八戸の未来を語るセッションを予定。

“はっちFun Fun Fanfare!”
による「8年目のお祝い」

2/11（月・祝）
開場15：00 開演15:30〜
2階　シアター2

【内容】サックス奏者鈴
す ず き

木広
ひ ろ し

志率いる特別バンド「はっちFunFunFanfare!」 
による8周年お祝いコンサート

【チケット】前売券3,000円、当日券3,500円

ストリート投げ銭ライブ
in はっち

2/13、27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

はっちボランティアガイド
募集中

【活動内容】館内スペースなどの説明、観光展示やイベント案内、館内見学・視察者の案内など。研
修・練習あり。※ボランティア保険加入（費用ははっち負担）【資格・経験】不問【謝礼】ガイド活動1
回につき交通費程度1,000円支給【条件】高校生以上（高校生は保護者の同意が必要）

【応募方法】電話、FAX、Eメール

こどもはっち 休12　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

まめまき会
2/3(日)
①10:30〜②13：30〜（各30分）
4階　こどもはっち

【内容】節分に家族みんなで豆まきをしよう。うれ
しいお土産付き。【対象】就学前児童と保護者

【参加費】子ども1人100円(入場料別途）
申込不要

不登校および学習支援
相談会

2/3、17の各(日)
14:00〜17:00
フラワーエイトビル 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

ひきこもり家族交流会 2/3(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

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

2/10(日)9:30〜
4階　食のスタジオ

【内容】妊娠8カ月以上のプレパパ・ママ対象の子育
て勉強会【定員】各回4組【参加費】大人1人100円 電話で

あわてん坊のなりきり
お雛様

2/24(日)10:00〜13:00
公会堂

【内容】お雛様、お内
だ い り

裏様の衣装を着て写真撮影
【対象】就学前児童

申込不要

はちのへおもちゃ病院 2/24（日）10:00〜13：00
公会堂

【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



31　平成31年（2019）2月号　広報はちのへ

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 休なし　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
 冬のグルメプログラム  要申込 

第1弾
「漁師町の浜料理 ! すき昆

布の佃煮＆酒かす汁」
2/3（日）10:00〜12:00

【内容】漁師町・鮫の浜料理「すき昆布の佃煮」と「酒
かす汁」と「氷

ひ ず

頭なます」を作る。嬉しいすき昆布
のお土産付き。【講師】鮫町のおかあさんたち

【参加費】1,200円【定員】20人

電話で

第2弾
「アウトドアクッキング」 2/10（日）10:00〜12:00

【内容】屋外で棒パン作り。焼きたて棒パンとポトフ、
ウィンナーを味わう。【講師】アウトドアの達人

【参加費】大人800円、子ども500円【定員】20人
電話で

第3弾
「階上早

わ せ

生そばでそば打ち
体験」

2/17（日）10：00〜12：00
【内容】生誕100年を迎えた階上早生そばを使ったそ

ば打ち体験や美味しい茹で方を学ぶ。そばは持ち帰
り。【参加費】1,000円【定員】20人

電話で

第4弾
「民宿の女将さんに学ぶ !

きんか餅＆ゆべし作り」
2/24（日）10：00〜12：00

【内容】南部地方で昔から親しまれているお菓子「き
んか餅」と「ゆべし」を作る。昔懐かしい素朴な美
味しさを味わう。【講師】種差の民宿の女将さん

【参加費】700円【定員】20人

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
オリジナルコルクボード
作り

2/9(土)〜23(土)
10:00〜15:00

【内容】種差海岸の貝殻や木の実を使って、オリジ
ナルコルクボード作り【参加費】300円 申込不要

若い世代の八戸市への愛着を高めることを目的に、市内の学生がテーマに沿って市内を取
材し、地元の情報を発信する｢ハチスタ｣。
今年度は市内の誘致企業の皆さんの協力のもと、八戸学院大学、八戸工業大学の学生が、八
戸市にUIJターンした人に、八戸の魅力やその企業について取材しました。学生が取材内容
をまとめたレポートを市ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。
※「ハチスタ」は、「ハチノヘ」「ライフスタイル」から作った略称です。

ご協力いただいた企業 ○八戸工業大学…マネックス証券㈱、㈱アスマーク（旧：㈱マーシュ）、
　　　　　　　　ノーザンライツ㈱
○八戸学院大学…ヤフー㈱、トゥルージオ㈱、REGAIN GROUP㈱

問広報統計課Ｔ43-2319ホ市ホームページ内で「ハチスタ」を検索

健康増進ボウリングスクール  要申込 

●日時【 月曜 】2/18〜3/18の ①13：30〜15:30②
20:00〜22:00【木曜】2/14〜3/14の10:00〜12：00

【土曜】2/16〜3/16の10:00〜12:00●場所ゆりの木
ボウル●参加費無料（保険料、初回テキスト代別途）
モト健康増進ボウリング教室ゆりの木ボウル事務局
Ｔ45-1022（小笠原）

転職・再就職サポート  要申込 

●日時隔週（水）13:00〜16:00●場所ユートリー
●内容就職活動のノウハウや悩みなどをカウンセ
ラーが個別サポート（完全予約制）●対象45歳以上
の求職中の人●参加費無料
モトネクストキャリアセンターあおもり
Ｔ017-723-6350

市民伝言板


