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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　Ｔ45‒8338　Ｆ24‒4531
住八日町9 ダイヤビル1階　Ｅshinbi@city.hachinohe.aomori.jp

行事名 日時・場所 内容・対象・定員など 申込方法

八戸市の新しい美術館を
考えるシンポジウムvol.3

「アートの学びが育む人と地域」
 要申込 

3/17（日）13:00〜15:00
市庁別館　2階会議室B・C

【内容】美術館と教育現場の連携で創造的に変化し
ていく学びの未来を、学校教員、新美術館にかかわ
る美術教育専門家とのクロストークで考える。

【登壇者】三
み さ わ

澤一
か ず み

実（武蔵野美術大学）、吉
よしかわ

川由
ゆ み

美〈㈲ 
ダ・ハプランニング・ワーク〉、市内小中学校教諭

【定員】80人（先着順）

3/14（木）までに
電話、FAXまた
はEメールで

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

⃝ 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。

3月の

博物館
休11・18・22・25　開9:00〜17:00　Ｔ44‒8111  Ｆ24‒4557　住根城字東構35‒1
※入館料あり
改修工事のため3月中旬から7月下旬まで、エレベーターは使用できません。

行事名 日時 内容・対象・定員など

 企画展
 「えんぶり展」「ひな人形展」 3/10(日)まで

【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、近畿地方の郷土雛や個性豊かな立雛を紹介。

「ひな人形展」
ギャラリートーク 3/3(日)13：30〜 【内容】「ひな人形展」を同館学芸員が分かりやすく解説。

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11・18・22・25　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 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11・18・22・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・11・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
白・玄米・黒豆みその楽校
 要申込 

3/3（日）9:00〜12:00 【参加費】5,500円
開催日の

3日前までに
電話で

そば打ち体験楽校  要申込 3/10(日)9:00〜12:00 【参加費】1,000円〜1,200円

六穀みその楽校  要申込 3/24（日）9:00〜12:00 【参加費】7,000円
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市立図書館 休22・29　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 【図鑑を使って再発見！ 3/1（金）〜28（木）】　【春休みおすすめ本 3/13（水）〜4/9（火）】
【読む・聞く落語 3/23（土）〜4/16（火）】　【健康な体づくり 3/30（土）〜4/25（木）】

「子どもの本研究会」
参加者募集   要申込 

3/14（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
※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2/26〜3/1・22・29　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 【はる、みーつけた! 3/28（木）まで】　【スタッフのおすすめ 3/2（土）〜28（木)】　

南
な ん ご う

郷図書館 休22・29　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・対象など 申込方法

おすすめ図書展示・貸出 【わたしたちに会いに来て 3/1（金）〜28（木）】　【Ｍ
モ エ

ＯＥ絵本屋さん大賞展示 3/1（金）〜28（木）】
【八戸の20人 3/1（金）〜28（木）】

図書館の中を探検しよう！ 3/21（木・祝）
14：00〜15：00

【内容】図書館の中を巡りながら、スタッフが図書
館の利用方法や豆知識を教える。普段は立ち入り
できない閉架書庫も案内。

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

是
こ れ か わ

川縄文館 休4・11・18・22・25　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
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・昭和初期のガラス乾板と平成のフィルムによる発掘調

査写真。各時代を撮影したカメラとともに、その写真記録を今に伝
えます。

縄文土偶作り教室  要申込 3/9（土）9:30〜12:00

【内容】重要文化財になっている是川遺跡の土偶を
題材に縄文土偶作りを体験【対象】小学4年生以上

【定員】30人【料金】200円【持ち物】古タオル※汚れ
てもよい服装で

開催日の前日
までに電話、
FAXまたは
直接来館

冬季日曜日縄文体験
コーナー

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【料金】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。

是川縄文館では、大正・昭和初期と平成の是川遺跡の写真、
そして各時代を撮影したカメラの紹介を通して、時を越え
た写真から是川遺跡の「記録」を今に伝えるパネル展を開
催中です。展示室にならぶ昔から現代までのカメラをみた
小学生は、「昔と今のカメラは形に違いがあって面白い」と
感想を語ってくれました。
パネル展は3月21日 ( 木・祝）まで開催。約100年前と現代
の是川遺跡を見にきませんか。

大正時代に使われた木製スタジオ
カメラをのぞく親子

いのるん通信 第36回　のぞいてみよう ! 100年前の是川
昔
と
今
の
カ
メ
ラ
、

写
真
の
違
い
っ
て

何
だ
る
ん
？

？
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八戸ブックセンター 休5・12・19・25（臨時休館日）・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 2/22、3/29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
背を見て育つ」

4/21（日）まで
【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作品を展示。

申込不要

今
こん

明
あきひで

秀「空飛ぶ院長、医療過疎
を救う!」、三

み う ら

浦忠
た だ し

司「城下町南部
八戸の歴史」刊行記念イベント

3/17（日）
八食センター  厨

くりや

ホール ※詳しくは16ページをご覧ください。 申込不要

本のまち読書会

「みんな大好き!神秘の国
エジプト 第2回」  要申込 

3/2（土）14:00〜16:00
【内容】昨年10月に開催し、好評につき第2弾決定。ユ

ニークな神話の解説を中心に、さまざまな角度から
エジプトを紹介。（初参加でも大丈夫です。）

電話・HPで

「知の棚へのチチェローネ：
テーマ韓国」  要申込 

3/16（土）14:00〜16:00
【内容】ブックセンターの本棚「自然」「人文」「芸術」
「世界」のうち今回は「世界」の本棚を知の世界への

入口とし、その中でも「韓国」に焦点をあてる。
電話・HP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

児童科学館（視聴覚センター）休4・11・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「神話でめ
ぐる春の星座〜マダム☆ノ
ブコと星めぐり〜」  有料 

【日時】3/2（土）〜31（日）①10:00②11:00③13:30④15:00
【一般】平日④、（土）（日）（祝）①〜④、3/26〜4/7①〜④【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｣ 3/10（日）13:30〜14:10 【内容】春の星空を紹介する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 
3/23（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【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

3
月
９
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 短編アニメ全集「道成寺・虹にのって ほか」　▷17:30〜 真昼の暗黒

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（英語版） 【内容】constellation tales〜星座物語〜
18:00〜（日本語版） 【内容】神話でめぐる春の星座〜マダム☆ノブコと星めぐり〜

市民星空観望会 18:00〜19:45 【内容】早春の星空（月、オリオン大星雲ほか）

3
月
23
日

楽しまナイト劇場 ▷16:00〜 はらぺこあおむし    ▷17:30〜 ヘレンケラーを知っていますか

申込不要夜のプラネタリウム
17:00〜（日本語版） 【内容】神話でめぐる春の星座〜マダム☆ノブコと星めぐり〜
18:00〜（生解説） 【内容】星空散歩「春の星空」

市民星空観望会 18:30〜19:45 【内容】早春の星空（リゲル、ふたご座二重星ほか） 

おたのしみ劇場
①3/3（日）②10（日）
③17(日）④24(日)
10:00〜11:00

①人魚姫 ほか　②チップとデール ほか
③まんが日本昔ばなし｢三年寝太郎｣ ほか
④こどもにんぎょう劇場｢かさじぞう｣ ほか

申込不要

春休みおたのしみ劇場 3/26（火）〜31（日）
10:00〜17:00 【内容】春休み期間中、いろいろなアニメなどを上映。 申込不要

お宝映像上映会〜興味の世界〜 3/23（土）14:45〜15:34 【内容】DVD美術館 名画にみる神話・聖書物語 申込不要

キッチンでわくわくサイエンス
〜水と油〜 3/16（土）10:30〜12:00

【内容】台所にあるもの（水・油・卵・氷など）を使い実験
や工作を楽しむ。何を作るかは当日のお楽しみ。

【定員】10組【材料費】300円【持ち物】炭酸用ペットボ
トル（同じもの2個持参）

電話、FAXまた
はEメールで

科学館KIDS工房
毎週（土）（日）（祝）
10:00〜16:00
※3/26（火）〜4/7（日）は毎日

【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）

平成31年度　八戸市少年
少女発明クラブ員募集

【内容】アイデアを活かしたものづくりやプログラミングの基礎を学び、発明くふう展、科学の祭典、
ロボコンなどに参加【活動日時】月2回、主に（日）9:00〜12:00【対象】市内の小学3年生〜中学生

【定員】40人【年会費】6,800円【開講式】4/21（日）【申込方法】3/24（日）9:00に申込書（児童科学館
で配布）を同館へ※応募多数の場合はその場で抽選。定員に満たない場合は随時受付。
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八戸公園内 三
み や ご

八五・こども館 休4・11・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」剪定枝

プレゼント
3/10（日）9：00〜
なくなり次第終了

【内容】一足早く八戸公園「サクラの杜」の雰囲気を
楽しみましょう。【定員】200人※先着順、1人3本まで 申込不要

 サクラの杜くらふとらんど（手づくり工作教室）

森のフォトフレーム 3/3（日）9:45〜12:00 【内容】木の枝や木の実を使ってフォトフレーム作り
【対象】小学生以下【定員】30人 申込不要

どんぐり村の春まつり 3/17（日）9:45〜12:00 【内容】木のメダルや木の実を使って春の置き物作り
【対象】小学生以下【定員】30人 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

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

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。

夜のマリエント「春」 3/21（木･祝）〜24（日） 【内容】展示室内を暗くし、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。お菓子釣り体験あり（有料）

アオウミガメ命名式 3/24（日）11:30〜（予定）
3階　展示室

【内容】昨年10月にやってきたアオウミガメの名前を募集し、投票
により決定。命名式で発表。命名者への感謝状と記念品贈呈、マリ
ンレンジャーによる餌付けも実施。

サケ成長日記2019 5月中旬まで（予定）
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ふ化から放流
するまで、成長する様子を展示・紹介。

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

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▷海の不思議BOX

4階 地震津波写真展 3/1（金）〜31（日）
展示ホール

【内容】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
した写真の展示、DVD上映のほか、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、問い合わせまたはホームページをご覧ください。

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

募
集

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？

八戸公園 休4・11・18・25　開9:00〜17:00　Ｔ96‒2932　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
園芸教室

春に咲かせるバラ作り
  要申込 

3/3（日）13:00〜16:00
緑の相談所　研修室

【講師】久
く ぼ

保芳
よ し お

雄（八戸ばら会）【定員】40人
※屋外実習があるため防寒対策を 電話で

ウチョウランの育て方
  要申込 

3/10（日）13:00〜16:00
緑の相談所　研修室

【講師】山
やました

下尚
なおよし

良（南部うちょうらんの集い）
【定員】40人 電話で

シュンラン展 3/23（土）9:30〜17:00、24（日）9:00〜16:00　【場所】緑の相談所　展示室 申込不要
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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　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 申込方法

まちぐみ展４
2/28（木）〜3/13(水）
9：00〜21：00
１階　ギャラリー１、シアター１

【内容】アーティスト 山
や ま も と

本耕
こ う い ち ろ う

一郎と八戸のまちに“なんか楽しそう”
をつくりだす市民集団「まちぐみ」の「はっちの椅子に南部菱刺し」
と「高校生とつくる南部せんべいカフェ」をメインに今年度の活動
を振り返る。※3/9（土）は南部菱刺し展示はお休み

高校生とつくる南部せん
べいカフェ

3/2(土）・3（日）・9（土）・10（日）
13：00〜16：00 【内容】高校生の考案した南部せんべいスイーツを販売。

和日カフェ〜日本文化に親しむ日〜

八戸臨泉会書道展

3/16（土）・17（日）
9：00〜17：00（最終日16：00）
1階　はっちひろば、シアター
１、ギャラリー１

【内容】書道作品展のほか、色紙に筆で好きな文字
を書く体験を実施。

申込不要

美術品をみながらお茶を
楽しむ

3/17（日）10：00〜16：00
3階　和のスタジオ・八庵

【内容】精巧に複製された美術品をみながらのお茶
席を実施。（同時企画として今年の干支「亥」のお
りがみ体験を実施）【料金】300円

申込不要

ふだんきものと和の生活を
楽しむ

3/17（日）
10：00〜16：00（受付15：00）
3階　ギャラリー3

【内容】帯結びや着付け、和雑貨づくりを実施。
【参加費】800円〜

一部予約優先

第七回はちのへ演劇祭

3/15（金）18:30〜
3/16（土）14:00〜、18:00〜
3/17（日）11:00〜、15:00〜
2階　シアター2

【内容】22年前に八戸の若手劇団が上演した脚本「水
み ず ぞ こ

底の柩
ひつぎ

」を新た
な布陣で上演【チケット】一般1,200円、大学生以下700円※当日は
300円増【チケット取扱】はっちインフォメーション

ストリート投げ銭ライブ in
はっち

3/20(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

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

不登校および学習支援
相談会

3/10・24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 3/17（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

親子でお茶会
3/17(日)①10:30②10:45
 ③11:00④11:15
4階　こどもはっち

【内容】こどもはっちのお茶室で抹茶と和菓子をい
ただく。【定員】各回2組【参加費】200円 申込不要

プレパパ・プレママひろば
 要申込 

3/17(日)10:30〜
4階　こどもはっち

【内容】妊娠8か月以上のプレパパ・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

ひきこもり家族交流会 3/17(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

青森初!
はちのへプレママ・パパ
フェスタ

4/14(日)10:00〜15:00
1階　はっちひろば

【内容】これからママ・パパになる人への応援ライブや、マタニティー
用品のおさがりの無料提供。※不要になったマタニティーの洋服
や新生児のおくるみ、肌着やロンパースなどを募集

〈募集期間3/1（金）〜4/12（金）まで〉

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
新聞紙バッグ作り教室
 要申込 

3/10（日）10:00〜12:00 【内容】新聞紙を使ってバッグ作り【定員】5人
【持ち物】新聞紙2日分、30cm定規

2/26（火）から
電話でエコ布ぞうり作り教室

 要申込 
3/16（土）9:00〜12:00

【内容】着古したTシャツを使って布ぞうり作り
【定員】10人【持ち物】T シャツ4枚（なるべく大きい

物）、裁ちばさみ、洗濯ばさみ2個、30cm定規
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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

市民伝言板平成30年度八戸学院大学健康医療学部公開講座
（あおもり県民カレッジ単位認定講座）

●日時3/3（日）14:00〜17:00●場所はっち2階シアター
2●演題「人生100年時代の健康と生活を考える〜食・ス
ポーツ・子育て・認知症〜」●参加費無料・申込不要
問八戸学院地域連携研究センターＴ25-2789

保育のお仕事応援フェア
●日時3/9（土）10:00〜13:00●場所八食センター●対象
保育所などで働くことに興味のある人●参加費無料・申
込不要●内容保育に関する就職相談や個別相談、保育求
人閲覧・紹介●講座「ピアノの基礎レベルアップ講座」（要
申込・受講希望者は事前にFAXまたはEメールで）
モト青森県社会福祉協議会青森県保育士・保育所支援セ
ンターＴ017-718-2225ふ017-723-1394
Ｅhoiku@aosyakyo.or.jp

「外国人に教える日本語」講座  要申込 

●日時3/19（火）・21（木・祝）･26（火）･28（木）（全4回）
18:30〜20:30●場所福祉公民館（類家）●内容外国人へ
の日本語の教え方を学ぶ日本人向けの講座※1回のみの
参加も可●参加費1回500円（資料代）
モトNPO法人みちのく国際日本語教育センター
Ｔ080-6051-3109（馬場）、080-6026-3109（明

あ け び や ま

日山）

環境研学習会
「放射線の話を聞いて見ませんか？（仮）」  要申込 

●日時3/15（金）13:30〜15:00●場所根城公民館
●内容放射線の種類や特徴などの解説、放射線の健康影
響、防護の方法などを実習を交えて紹介●参加費無料
モト前日までに電話、FAX、E メールまたはホームペー
ジで（公財）環境科学技術研究所 企画・広報課
Ｔ0175-71-1240ふ0175-72-3690Ｅkanken@ies.or.jp
ホhttp://www.ies.or.jp

親子カラテ教室
●日時3/3（日）・10（日）14:00〜15:00●場所市武道館柔
道場●対象6才以上のカラテに興味のある人●参加費無
料・申込不要
問国際空手道連盟極真会館  青森県支部八戸道場
Ｔ090-8783-8060（山岸）

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5弾
「地元食材でアクアパッツァ

&ピザ作り」
3/3（日）10:00〜12:00

【内容】種差風にアレンジした、ナポリの漁師料理「ア
クアパッツァ」とサバを使ったトマトソースの簡
単ピザ作り【参加費】1,000円【定員】20人

電話で

第6弾
「よもぎ餅作り」 3/10（日）10:00〜12:00 【内容】よもぎを生地に練り込み、甘さ控えめのあんこ

を包んだ「よもぎ餅」作り【参加費】800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
ホッキ貝のペーパーウェ
イト作り

3/1(金)〜22(金)
10:00〜15:00

【内容】旬のホッキ貝に飾り付けをして、ペーパー
ウェイト作り【参加費】200円 申込不要

自然物を使ったフォトフ
レーム作り

3/23(土)〜4/7(日)
10:00〜15:00

【内容】貝殻や松ぼっくり、ビーズなどで飾り付けを
してオリジナルフォトフレーム作り【参加費】300円 申込不要

対象：学校
クーポンで購入した本を

どのように活用したか 児童の様子

▷全校読書に持参するよう
にした▷購入した本を紹介
し合う場を設けた▷親子読
書に活用した

▷読書に夢中になる児童が
増えた▷図書室の本も大切
にするようになった▷さま
ざまなジャンルの本に興味
をもつようになった

 教育指導課より 　事業開始から5年。アンケート結果などから、事業の趣旨や内容が広く浸透しているこ
とが伝わってきます。成果と課題を検証し、今後の事業展開に役立てていきたいと考えています。

問教育指導課Ｔ43-9519

「マイブック推進事業」は、小学生が書店に出かけ、自ら本を選び購入する体験を通して、読書
に親しむ環境をつくることを目的に実施しています。今年度、八戸市教育委員会が実施した「マ
イブック推進事業」についてのアンケート結果の概要などをお知らせします。
対象：児童および保護者
マイブッククーポンを
使用した児童の割合 意見・要望など

97.3％
（前年比0.1％減）

▷子どもと一緒に本を選ぶ時間が
楽しい▷クーポンで買った本は特
別大切にしている▷本を共通の話
題として会話の幅が広がった▷中
学生にもクーポンを配布してほしい

「マイブック推進事業」アンケート結果


