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こどもはっちニュースレター
July, 2017

72017
こどもはっち イベントカレンダー

会場：はっち 4階　こどもはっち内

入場料：小学生以上 100円(障害者手帳・愛護手帳をお持ちの方は 50円)

予約不要 (団体利用の場合は要予約 )

発達にばらつきがある、集団がちょっと苦手なお子様など、ハンディ

キャップを持っているお子様とご家族のためのスペシャルデー。車椅子

の方もそのまま入場可能です。お気軽にあそびにいらしてください！

※一般の方のご入場は 13時からとなります。皆様のあたたかいご協力を

お願いいたします。

7 月 2日 (日 )  9 時 00 分～ 12時 30分


(10 時 30 分～)
おはなし大好きなみんな、
あつまれ～♪

七夕のおはなし会
(10 時 30 分～)
おはなし大好きなみんな、
あつまれ～♪

工作コーナー ( 随時 )
七夕のうちわを作ろう♪

工作コーナー ( 随時 )
七夕のうちわを作ろう♪

こどもはっちオレンジデーこどもはっちオレンジデー <オレンジデー特別企画><オレンジデー特別企画>
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.....14( 日 )～17日 (月祝 )は開館時間を 9:30～18:00 に延長します（八戸七夕まつりのため）

PICK UP!!☞
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こどもはっち Tel Mail

キッズフェスティバル

7月 5日 (水 )

10 時～ 12時（開場９時５０分）
会場：八戸市総合福祉会館（八戸市根城）

対象：就学前の乳幼児とその保護者

入場無料・予約不要
今年で１５回目、毎年恒例のキッズフェスティバル！

チビッコミニ遊園地や手形スタンプ・さかなつり・バルー

ンなど、楽しいブースが盛りだくさん。

こどもはっちもバルーンコーナーに出張しますよ♪

こどもはっち
ファミリーコンサート

７月９日 (日 )

13 時～ 14時 (開場 12時 30分 )
会場：南郷文化ホール

入場無料・予約不要
歌の上手なみかお姉さん

や森の仲間たちと歌って

遊ぼう！

おもちゃやお菓子の当たる抽選会もあります。

ご家族みなさんで遊びにいらしてください。

はちのへ
おもちゃ病院

7月 9日 (日 )10 時～12時
会場：はっち 5階  共同スタジオ

参加費無料・予約不要
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。おもちゃ修理の様子も間近で見ることができますよ！

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

7月 14日 (金 ) 

10 時 30分～11時 30分
会場：はっち 5階 レジデンスA
定員：親子 10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 )
 6 月 30日 ( 金 ) 9:30～
1才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。パパママ同士の情報交換もできますよ。

まるごと
こどもはっち夏まつり

7月 17日 (月祝 ) 10 時～ 15時
会場：はっち全館

入場無料 （体験コーナーは一部有料）
今回で７回目の開催の

こどもはっち夏祭り！！

今年はスペシャルゲスト

に今話題の『にゃんご

すたー』も登場！

体験コーナーやものづくり、こども商店街、おみこしかつ

ぎなど、イベントが盛だくさんです☆彡

親子 3B体操
きらきらダンスでハッピースマイル

7月 19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

対象：就学前のお子様をもつ親子 (各部 12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 )
 7 月 3日 ( 月 ) 9:30～
ダンス体操で親子ともにリフレッシュしましょう♪

0178-22-5822
0178-20-0840

kodomohacchi
@yahoo.co.jp
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イベントのお申し込みは



「くんくん」

子育てパパの体験記 vol.4
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

子どももおとなも踊っちゃOH!
こどもはっち

夏の子ども文化公演
エビカニクスで大人気♪歌ってあそぼう

会場：公会堂文化ホール
 八戸市内丸1-1-1　TEL 0178-45-1511

【午前の部】10時45分開演

【午後の部】13時30分開演

会場：公会堂文化ホール
 八戸市内丸1-1-1　TEL 0178-45-1511

【午前の部】10時45分開演

【午後の部】13時30分開演

チケットはこどもはっち及び八戸市内の私立幼稚園にて無料配布（全席指定）
各部450名　無くなり次第、配布終了となります。
チケットはこどもはっち及び八戸市内の私立幼稚園にて無料配布（全席指定）
各部450名　無くなり次第、配布終了となります。

　女性、特に子育て中の母親ほ

ど、ニオイに敏感な人はいない

かもしれません。男は気が付か

ないことも、母親は気づきま

す。試しに子育て中の奥さんに

目をつぶってもらって、枕のニ

オイから誰のものか判別しても

らってください。抱っこした子

供のニオイを嗅がせて、体のど

の部分のニオイなのかを当てて

もらってください。アッサリ当

てちゃいますから、奥さんは。

　あまりにも奥さんがニオイを

気にするのを鬱陶しく感じられ

る旦那さんもいらっしゃるかも

しれませんが、そこはこらえて

ください。奥さんは子育て中に

感じるニオイから、食べ物の良

し悪しやこどもの体調、さらに

はこどもの機嫌までも感じ取っ

ているかもしれません。奥さん

が急に「この子、なんかヘンな

ニオイがする。風邪かなぁ、病

院いくかも」と言い出しても、

「また勘だけで変なことを言い

出したよ！」と訝らずに、本当

かもしれないぞと気を引き締め

てください。そして、奥さんと

同じようにこどものニオイを嗅

いでみてください。ついでに奥

さんのニオイも嗅いでみると、

良いスキンシップになるかもし

れません（嫌がられるかもしれ

ませんが）。

　ニオイは目に見えません。女

性はそんな「目に見えないもの」

の大切さを生まれながらに知っ

ているように思えます。逆に言

えば、男は目に見えるものにば

かり気を取られがちかもしれま

せん。親子の絆も「ありがとう」

という言葉も、目には見えませ

んが、大切にしなければいけま

せんね。

【ケロポンズ公演チケットについて】

７月６日 (木 ) ９：３０～
午前・午後の部　各 50席（先着順）
無料配布いたします
１家族２枚まで
（こどもはっちに入館いただいた方のみ配布 )

※お電話等でのチケットのご予約、お取り置きは
致しかねます。

※開館時間中（9：30～ 16：30）以外のお渡し
は致しかねます。11日 ( 火 ) は休館日となります。

※その他のチケットについては、最寄りの幼稚園
にお問い合わせください。

【ケロポンズ公演チケットについて】

７月６日 (木 ) ９：３０～
午前・午後の部　各 50席（先着順）
無料配布いたします
１家族２枚まで
（こどもはっちに入館いただいた方のみ配布 )

※お電話等でのチケットのご予約、お取り置きは
致しかねます。

※開館時間中（9：30～ 16：30）以外のお渡し
は致しかねます。11日 ( 火 ) は休館日となります。

※その他のチケットについては、最寄りの幼稚園
にお問い合わせください。

どこでおぼえたのか
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おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

くれよんオリジナル
包装紙が登場！
とってもカワイイです！

フェイスブックやブログで入荷情報、
おすすめチェックできます♪

 https://kureyon8.theshop.jp/ https://kureyon8.theshop.jp/URL

Online Store くれよん８(エイト )

大切なあの人へ…
くれよん商品のギフトはいかがですか？

６月のこどもはっち

こどもはっち
お昼ごはんタイム
はじめました
こどもはっちでは、平日１２時～１３時の間、

フロア内で飲食できるスペースを設けています。

事前予約不要でご利用いただけます。

お家からの持ち込みもＯＫ！館内の飲食店から

テイクアウトもＯＫ！是非ご利用ください。

みんなで

「すいとん」

を作って食べ

たよ♪

八戸市市制施行８８周年を記念したイベン

トの１つ。年長～小学生の子どもたちを対

象にミニサッカー大会を行いました。ゲス

トコーチは、元 Jリーガーの本田康人選手

と久保竜彦選手！ヴァンラーレ八戸の試合

のエスコートキッズも体験しましたよ☆

こどもはっちでキックオフ
6月 18日 (日 )

ふたごひろば 6月 11日 (日 )

親子 26組の

参加がありま

した。次回の

開催は９月で

す！

おたんじょうび会 6月 15日 (木 )
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平日限定


