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こどもはっちニュースレター
October, 2017

102017
こどもはっち イベントカレンダー

PICK UP!!

プレパパ・プレママひろば

①10月 8日 (日 )  10 時 30分～
会場：はっち 5階　レジデンスA

②10月 13日 (金 )  9 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：各回 4組
<要予約>
随時受付中 (定員になり次第、締切 )
妊娠 8カ月以上のプレママ、プレパパを対象とした勉強会です。

プレパパプレママひろばについて　

◆プレどんぐり…妊娠 8ヶ月以上
◆プレパンダ……妊娠 8ヶ月以上、

ママの年齢が 35才以上
（11月・2月・3月に開催）

◆プレふたご……妊娠 8ヶ月以上、
双子ちゃんを出産予定の方
（11月・2月に開催）

こどもはっちにいらっしゃる先輩パパママ、
赤ちゃんと交流しましょう！

幸せを呼ぶ子馬ちゃん
（こまちゃん )の
プレゼントもあるよ！
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こどもはっち
オレンジデー

10月 1日 (日 )
9 時 30分～ 12時 30分
※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。

会場：はっち 4階　こどもはっち内
対象：ハンディキャップのあるお子様とご家族
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
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特
別開館日です。車椅子の方もそのまま入場可能です。

親子 3B体操
～きらきらダンスでハッピースマイル～

10 月 4日 (水 )/10 月 18日 (水 )
①10 時 30分～ 11時 10分
②11時 20分～ 12時
会場：はっち 2階  シアター 2

対象：就学前のお子様を持つ親子
参加費：100円 (こどもはっち入場料として )
定員：各部 12組
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 [4 日開催 ]   9 月 25 日 ( 月 ) 9:30～
 [18 日開催 ] 10 月 2日 ( 月 ) 9:30～
体を動かして、夏疲れをリフレッシュ！！

はちのへ
おもちゃ病院

10月 15日 (日 )
10 時～12時
会場：はっち 5階 共同スタジオ
参加無料・予約不要
※部品交換をした時など実費 (50～300 円 )
かかる場合があります
おもちゃドクターが壊れたおもちゃを原則無料で修理します。
お一人様1点までとさせていただきます。

どんぐりサークル
「秋の収穫祭！」(ランチ会)

10 月 25日 (水 )
10 時 30分～ 12時
会場：はっち 4階　こどもはっち内
参加費：100円 (入場料別途 )
定員：親子 40組 (先着順・予約不要 )
持ち物：ごはんやおにぎり、離乳食など
※参加ご希望の方は 10時 20分までに受付を済ま
せて下さい。
メニューは八戸名物『せんべい汁』です♪おせんべいを割って、
みんなで作ろう！

ばぶちゃんハロウィン

10月 29日 (日 )  11 時～ 13時
会場：はっち 5階　共同スタジオ
対象：0歳～満 2歳 (24カ月 ) までのお子様をもつ親子
参加費：300円 (入場料別途 )
定員：親子 30組

親子ヨガ教室

10月 11日 (水 )
①10 時 30分～ 11時 10分
②11時 20分～ 12時
会場：はっち 4階　こどもはっち内
対象：就学前のお子様を持つ親子
定員：各部 6組
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 )
 　9月 28日 ( 木 ) 9:30～
心身ともにリラックスしましょう

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

10 月 13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 )
 9 月 29日 ( 金 ) 9:30～
12ヶ月までの赤ちゃんを対象とした読み聞かせ講座！

<要予約>
予約開始日 (定員になり次第、締切 )
　9月 29日 ( 金 ) 9:30～
おやつツアーや仮装コンテストなどハロウィンの
あそびがいっぱい。親子で楽しめるうれしいランチ
パーティーもお楽しみに♪
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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 )
ハロウィンにぴったりの小物がぞくぞく入荷しております！
ハロウィンコーデのアクセントにいかがですか？
ハロウィンにぴったりの小物がぞくぞく入荷しております！
ハロウィンコーデのアクセントにいかがですか？

今月のおすすめ商品「ハロウィンシリーズ」今月のおすすめ商品「ハロウィンシリーズ」

こどもはっち

「絵本と方言」

子育てパパの体験記 vol.7
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

Tel Mail

最終回

　「子育てで大切なことは、絵本

を読んであげることよ！」と奥

さん側の従兄弟から強く言われ

ていたので、こどもに絵本を読

まざるを得ませんでした。何せ

僕は、奥さんの前で何か声に出

して読み上げたり、歌を歌った

り、涙を見せたりするのが恥ず

かしくて仕方がないという性格

なので、困りました。

　はじめは恥ずかしいので一本

調子の棒読みで絵本を読んでい

ました。こどもたちはそっぽを

向き、奥さんは苦笑い。でも、

これでも１万歩ぐらい譲歩して

るんだよ！と内心思いつつ、外

見的には絵本も満足に読めない

ダメな父親でした。

　とはいえ、今は絵本を結構楽

しんでいます。きっかけになっ

た本は２冊。１冊目は「もこ　

もこもこ」。極めて文字が少ない

ので敷居が低く、しかもこども

が爆笑する絵本なので読んだ側

もその気になります。２冊目は

、地元青森県の方言で書かれた

昔話の本。僕は南部、奥さんは

津軽の人間なので、青森県の方

言はだいたいフォローできます

し、何より方言は「一本調子の

棒読み」で話すことができない

んです。強制的に方言らしい抑

揚がつきます。

　さらには、方言でこどもと語

るということは、かつて僕らが

こどもだった頃、親と話してい

たことを思い出させてくれます。

そうか、僕は親から聞いたこと

を文字通り「語り継ぐ」責任が

あるんだ、言葉で想いを伝えな

きゃいけないんだ。そう思える

ようになって、ひいては絵本と

も向き合うことができるように

なったんです。　＝おわり

0178-22-5822
0178-20-0840

kodomohacchi
@yahoo.co.jp

「子育てパパの体験記」は今月で連載終了です。ご愛読ありがとうございました。
来月から、こどもはっちスタッフによるおすすめ絵本コーナーをお届けします！おたのしみに！

ナゾの機械音 ...
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イベントのお申し込み
お問合せは






秋冬物のおさがり掘り出し市
11月 5日 (日 )10 時 30分～ 13時
会場：はっち 1階　はっちひろば

【出店者について】

参加費 500 円
<要予約>（抽選 12組）
申込期間 :10 月 1日 (日 ) 9：30 ～

3 日 (火 ) まで
当選者の方には 5日 (木 ) に

電話連絡致します。

【こども服の無料提供について】

引取期間：9 月 20日 (水 ) ～
11 月 1日 (水 ) まで

引取場所：こどもはっち

サイズ：服は新生児～ 120cm、
靴は 18cmくらいまで（特に 3～ 4歳のもの大歓迎）

※サイズ分別をして、おさがりとして着られるキレイな

　状態のもののご提供をお待ちしております。

おさがり掘り出し市の出店者を大募集！
無料で子ども服のおさがり品を提供してくだ
さる方も募集中です。

大好評企画！

Last Month On Kodomohacchi   9月のこどもはっち Last Month On Kodomohacchi

8月・9月生まれのお友だちの
お誕生日をお祝いしました。
子どもたち、日頃子育てを
頑張っているパパママたち
みんなおめでとう！！

8月・9月生まれのお友だちの
お誕生日をお祝いしました。
子どもたち、日頃子育てを
頑張っているパパママたち
みんなおめでとう！！

おたん
じょうび会
 9月 14日 (木 )

赤ちゃんもママと一緒に
ごろーん。
はじめてのヨガを体験！
とても気持ちよさそう♪

赤ちゃんもママと一緒に
ごろーん。
はじめてのヨガを体験！
とても気持ちよさそう♪

親子ヨガ
教室
 9月13日(水)

昔から人気の絵本から新作の
絵本までたくさんの絵本と
触れ合いました。
お気に入りの絵本、
見つかったかな？

昔から人気の絵本から新作の
絵本までたくさんの絵本と
触れ合いました。
お気に入りの絵本、
見つかったかな？

にこにこ
広場
 9月 15日 (金 )
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