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週末だけの！おたのしみタイム

こどもはっちニュースレター
August, 2017

夏休み期間中 (7/22(土 )～8/20(日 )まで )
「お昼ごはんタイム」はお休みとさせていただきます。
8月21日 (月 ) から再開となりますので、どうぞご利用ください。
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こどもはっち イベントカレンダー

読み聞かせ
11:00～
こどもはっちスタッフによ
る絵本の読み聞かせです。
パネルシアターや、大型絵
本、紙芝居など、さまざま
なお話を行います。

読み聞かせ
11:00～
こどもはっちスタッフによ
る絵本の読み聞かせです。
パネルシアターや、大型絵
本、紙芝居など、さまざま
なお話を行います。

おたのしみ工作
第 1部 11:30 ～ 11:45
第 2部 14:00 ～ 14:15
遊べるものや季節感のある工作を
たのしみます。簡単に作れる工作
なので、小さなお子様もどうぞ。
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第 2部 14:00 ～ 14:15
遊べるものや季節感のある工作を
たのしみます。簡単に作れる工作
なので、小さなお子様もどうぞ。

毎週土日祝  のみ開催！ぜひ参加してくださいね！

おまつり金魚を
身につけて
お祭りに行こう！

こどもはっち
からのお知らせ

おもちゃ
病院
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おたのしみ工作 7/31~8/4 まで
( おまつり金魚 )
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にこにこ
広場 ふたごひろばケロポンズ

ようちえんの
広場
遊びの広場
( 八戸市公民館 )

なつやすみ
工作デー

大人のため
のおりがみ

88 人の
忍者修行
( 八戸市公会堂 )

どんぐり
サークル
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.....7/31( 月 )・8/2日 (水 )・4日 (金 ) は開館時間を 9:30～18:00 に延長します（八戸三社大祭のため）
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工作大好きなおともだち、５階においでよ！世界にひとつだけのオリジナル作品を作っちゃおう！

こどもはっち Tel Mail

はちのへ
おもちゃ病院

8月 20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！

大人のおりがみ講座

8月 24日 (木 )10 時～ 12時
会場：八戸ニューポート　3階
参加費 100円～ 300円程度
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 7 月 27日 ( 木 ) 9:30～
子育てで毎日忙しいパパママも、ゆっくり集中して折り紙作品
を作ってみませんか？

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

8月 25日 (金 )

10 時 30分～ 11時 30分
会場：はっち 5階 レジデンスA
参加費 100円 (こどもはっち入場料として )
定員：親子 10組
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 8 月 11日 ( 金 ) 9:30～
12ヶ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。お家での読み聞かせの参考にもなりますよ。

ふたごひろば

8月 27日 (日 ) 10時30分～12時
会場：はっち 5階 レジデンスA
参加費：100円（こどもはっち入場料として）
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 8 月 13日 ( 日 ) 9:30～
ふたごさんのお子様をもつご家族のサークルです。
みんなでワイワイにぎやかに、交流しましょう！

0178-22-5822
0178-20-0840

kodomohacchi
@yahoo.co.jp

なつやすみ工作ＤＡＹ
8月 5日 (土 )　11 時～ 15時
会場：はっち 5階　共同スタジオ
参加費：各ブース 300円・予約不要

おえかきブーメラン クリアかざぐるま ハートのファンシーケース

11時～ 15時まで、随時工作が体験できるブースを行います。
工作は３種類ご用意しています。
夏休みの思い出に是非遊びにいらしてください！

※材料に限りがあるため、各ブース  先着 50名  です。

どんぐりサークル
《たからさがし》

8月 30日 (水 )10 時 30分～ 11時 30分
会場：こどもはっち
参加費：100円 (こどもはっち入場料として )
予約不要

宝探しでステキなプレゼントをゲットしよう。
初めての方も是非遊びにいらしてください。
ご参加の方は、10時 20分までに受付を済ませて下さい。
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イベントのお申し込みは



八戸テレビ

遊びの広場
会場：公会堂エントランスホール
時間：10時～15時

八戸市内の幼稚園が一堂に会して幼児から親子であそべる
ブースを開きます。
八戸市内の幼稚園が一堂に会して幼児から親子であそべる
ブースを開きます。

各園が一目でわかる紹介コーナや
先生による相談コーナー、気にな
る料金や補助金の情報も。
2才3才の入園前のおともだち、
遊びに来てね！

各園が一目でわかる紹介コーナや
先生による相談コーナー、気にな
る料金や補助金の情報も。
2才3才の入園前のおともだち、
遊びに来てね！

は八戸市公民館へGO!!
会場：八戸市公民館講義室
時間：10 時～15時

八戸市私立幼稚園協会

ようちえんの広場・遊びの広場のブースでスタンプを集めよう。

ゴールしたお友達は巨大ガラポンに挑戦できるよ！

【午前】10:45～ 【午後】13:30～  (10分前から整理券を配布 )
※限定 100個

必ず何かが当たる！スタンプラリー開催！

可愛いバルーン、プレゼント！

第26回
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「これって、ヤバイ怪我か？」

子育てパパの体験記 vol.5
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

　たとえば小さなこどもを背中

に乗せて、お馬さんごっこをし

ている時。ふいにこどもが立ち

上がって、背中から落ちて唇を

切って血が出たとします。子育

てに慣れてくると、夫婦ともど

も「まぁ大丈夫大丈夫」と落ち

着いていられるのですが、一人

目のこどもが小さいうちは、落

ち着いて対処できず腹を立てて

しまうこともあります。僕自身

、随分と肝っ玉の小さい焦り方

をしてしまったことがありまし

た。これがきっかけで夫婦で口

論にでもなってしまったら、目

も当てられません。

　そこでオススメなのが、あら

かじめ夫婦「ヤバイ怪我とは、

どんな怪我のことか」を出来る

限り具体的に話して共有してお

くことです。我が家の「ヤバイ

怪我」は「やけど」「目が開けら

れない」「骨が折れてる」「意識

がない」の４つ。こどもに確認

したりして、これら４つでない

ことを判断できたら、僕も奥さ

ん冷静になれます。「目、開けら

れるかい？」「手はグーパーでき

る？」「歩ける？」なんて質問で

案外簡単に確かめられるのでオ

ススメです。

　こどもの怪我、事件事故、地

震などの災害時。父親はついつ

い「ここでしっかりするのが男

の役目！」と変に意地を張って

しまいますが、冷静になれてい

ないことの裏返しでもあります

。親の冷静さこそが、こどもを

救う絶対条件です。「自分が冷静

さを欠いてしまいそうな状況」

をあらかじめ夫婦で相談しつつ

、夫婦二人手を取り合って難局

に対処したいものです。

ポチっとな…
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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

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 )
三社大祭にちなんだ「かぐらちゃん」が大人気！
法霊神楽と一緒になって歯打ちをすれば
お祭りがさらに盛り上がるかも…！？

お盆中も休まず営業！

今月のおすすめ商品「かぐらちゃん」

おみこしかつぎや、
ヨーヨーすくい、
魚釣りなど、親子
で縁日を満喫しま
した！
子どもたちの甚平
姿、可愛い～♪

おみこしかつぎや、
ヨーヨーすくい、
魚釣りなど、親子
で縁日を満喫しま
した！
子どもたちの甚平
姿、可愛い～♪

歌のお姉さんと森
の仲間たちのコン
サート♬
豪華景品が当たる
抽選会も盛り上が
りました！

歌のお姉さんと森
の仲間たちのコン
サート♬
豪華景品が当たる
抽選会も盛り上が
りました！

こどもはっちファミリーコンサート
 7月 9日 (日 )

ちびっこ縁日 7月 14日 (木 )

来場者は、なんと
6500人！！
にゃんごすたーも
遊びに来てくれま
した。
大迫力のドラム生
演奏かっこよかっ
たよ！！

来場者は、なんと
6500人！！
にゃんごすたーも
遊びに来てくれま
した。
大迫力のドラム生
演奏かっこよかっ
たよ！！

まるごとこどもはっち夏まつり
 7月 17日 (月祝 )
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