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こどもはっち イベントカレンダー

どんぐりサークル
「街中探検！」

お外に出て、街の中をお散歩します。
はじめての方も是非遊びにいらしてください。

日時：5月 31日 ( 水 ) 10 時 30分～11時 30分
集合：はっち 4階　こどもはっち内
対象：就学前のお子様をもつ親子

その他イベント詳細は次ページへ
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PICK UP!!
☞
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こどもはっち

Tel Mail

大人気講座「ヨガ教室」が復活！
親子で楽しめるヨガ、はじめてみませんか？
　5月10日 (水 )
　　①10時30分～11時10分
　　②11時20分～12時00分
会場：こどもはっち内
対象：就学前のお子様をもつ親子、各部6組限定
参加費100円 (入場料として )
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 5月 2日 (火 ) 9:30~

ダンス体操で親子ともにリフレッシュ♪
　5月17日 (水 )／ 5月24日 (水 )
　　①10時30分～11時10分
　　②11時20分～12時00分
会場：はっち2階  シアター2
参加費100円 (入場料として )
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 [17日開催分 ]  4月 24日 (月 )9:30~
 [24日開催分 ]  5月 8日 (月 )9:30~

壊れたおもちゃを原則無料で修理します。お一人様1
点まで。  ※部品交換など実費 (50~300円 )かかる場
合があります。
　5月14日 (日 ) 10時 00分～12時00分
会場：はっち5階  共同スタジオ
参加費無料・予約不要

12カ月までの赤ちゃんとパパママのための読み聞か
せ講座です。今回は” 食育” がテーマ。お楽しみに！
　5月12日 (金 )10時 30分～11時30分
会場：はっち4階 食のスタジオ
定員：親子6組
参加費100円 (入場料として )
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 4月 28日 (金 ) 9:30~

親子ヨガ教室

はちのへ
おもちゃ病院

にこにこ広場
~赤ちゃんのための読み聞かせ講座 ~

４月・５月がお誕生日のお友達をお祝いしましょう。
記念の手形や、ステキなプレゼントもお楽しみに！
　5月11日 (木 )10時 30分～11時10分
会場：こどもはっち内
参加費無料 (入場料別途 )・予約不要

こどもはっち
おたんじょうび会

親子 3B体操
~きらきらたいそう ~

大人のための
おりがみ講座

八戸市三日市 11-1
八戸ポータルミュージアムはっち 4F

0178-22-5822
0178-20-0840 kodomohacchi@yahoo.co.jp

基本の折り方を教えてもらいながら、素敵な作品づく
りを行います。
　5月25日 (木 ) 10時 00分～12時00分
会場：十三日町フラワーエイトビル3F
対象：保護者、子育て支援にかかわる方など
参加費100円
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 4月 27日 (木 )9:30~

イベントの

お申し込みは
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「子育てあるあるを仕入れよう」

子育てパパの体験記 vol.1
こどもはっちイクメン手帳プロジェクトにご協力くださった現役パパの子育て体験談をご紹介します。

玉樹真一郎パパ

出店者求む！！

おさがり 
掘り出し市

～春夏もの、どどーんとお得にGETしよう！～

無料提供品、こどもはっちまで
おもちください！5/31( 水 ) まで
無料提供品、こどもはっちまで
おもちください！5/31( 水 ) まで

春夏
物 の

　おむつを替えている最中に、
赤ちゃんがおしっこを飛ばしてき
て、僕の服もカーペットもおしっ
こでビショビショになってしまっ
た…それで僕と奥さんは大笑いし
ました。いやぁ、あれは面白かっ
た。
　上の文章を読んで「なんで大笑
いなの？」と思われた方、いらっ
しゃいませんか？そんな方のため
に、ここから後は書きます。
　僕はたまたま、人生の中で何度
か「赤ちゃんにおしっこをひっか
けられる」というシーンをドラマ
やコントで見てきました。要は「子
育てあるある」のような形で子育
ての前から受け入れられていたん
ですね。それが一種の伏線のよう
になっていて、いざ実際におしっ
こをひっかけられた時「あーっ、
来た来た！本当だ！」という気持
ちで楽しめたわけです。自分に向

けておしっこが飛んでくる画な
んてもう一生見れないでしょう
から、本当に起きた時には是非
楽しんでください。記念撮影を
お忘れなく。
　そんな楽しい「育児あるある」
も、育児を続けていくとだんだ
ん知識が尽きてくるのか、徐々
に「あぁ、大変だ、嫌だ、つらい」
という雰囲気になってくるのか
もしれません（僕はなりました）。
そんな時には、あらゆる情報を
家族なり友達なり、本なりネッ
トなりから集めてみました。特
に子育て関係のネット掲示板は
面白いですね。仕事中の休憩時
間でも短時間でサラッと読めま
すし、家に帰ったら話題になり
ますし。僕が今待っている子育
てあるあるは「娘に臭いと言わ
れる」です。楽しみだなぁ！（涙）

日時：6月4日 (日 ) 
　　　10時30分～13時00分
会場：はっち1階 はっちひろば

◆おさがり掘り出し市の出店者を募集します。
　出店料：500円　　定員：12組限定
　<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 5月 1日 (月 ) 9:30~
◆無料で子ども服、靴などのおさがり品を提供し
てくださる方も募集しております。

ハートブレイク
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無料
入場
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こどもはっち

思い出エピソード集

みなさんのこどもはっちでの思い出エピソードをご紹介します♪　　
※（　)内はお子様の年齢です

来月号のエピソード集もお楽しみに！！

双子を妊娠中から「ふたごひろば」に参加させ
て頂いています。産後初めて参加して娘の名前
を報告したときに、平間さんに「わあ！私と同
じお名前！かわいくなるよ！」と言って頂き、
お蔭様で本当にかわいくなりました ( 笑 )
　Tさん (3 才♂・3才♀)

転勤で引っ越ししてきた当日に来ました。とて
も親切にして頂き、八戸が好きになりました。
私と娘のスタートはこどもはっちです！
　Yさん (2 才♀・6ヶ月♂)

去年のバス遠足が一番楽しかったです。外だっ
たので、子どもがのびのびして楽しそうでした。
普段子連れでの外食が難しい私も、おいしいラ
ンチをいただき満足できました。
　Aさん (3 才♂)

３B体操でおじいちゃんと2人で遊んでいたら、
おじいちゃんがお父さんと間違えられて喜んで
いました。
　Oさん (3 才♂)

今年で 5回目のふたごさん大集合。
今年は 25組の双子さんが集まりま
した。
今話題の「ふたごコーデコンテスト」
や、双子さんの中でも特別そっくり
な 2人を選ぶ「そっくり似顔コン
テスト」も盛り上がりましたよ！

赤ちゃんのための読み聞かせ講座を
開催し、5ヶ月～ 12ヶ月のお子様
が集まりました！
　絵本に興味津々の赤ちゃんたち。
お気に入りの１冊を見つかったか
なー？

ふたごさん大集合
4月 2日 ( 日 )

にこにこ広場
4月 14日 ( 金 )

一点物の
『春バッグ』入荷中！

今月のおすすめ
『花柄エプロン』 https://kureyon8.theshop.jp/ https://kureyon8.theshop.jp/
おもちゃハウスくれよん 検索

おもちゃハウスくれよん

ネットショップ
はじめました！

URL

ブログも更新中

Facebook では、商品の入荷情報・おすすめ商品など
最新の情報がわかりますよ。

いいね！お願いします
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ふたごさん大集合
4月 2日 ( 日 )

4 月のこどもはっち4 月のこどもはっち


