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こどもはっち イベントカレンダー

PICK UP!!

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

先輩ママによるフリマが 12店出店！
掘り出し物を見つけよう！
無料提供コーナーでは、こどもはっちに
寄せられたおさがり品を無料でお渡しします。
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イベントのお申し込み
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親子 3B体操
～きらきらダンスでハッピースマイル～

11 月 1日 (水 )/11 月 22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 )
 [1 日開催 ]   10 月 23日 ( 月 ) 9:30～
 [22 日開催 ]   11 月 6日 ( 月 ) 9:30～
心も体もリフレッシュ！！
だっこの赤ちゃんも参加可能です。

こどもはっち文化の日
親子で一緒にたいこでドン！

11月 3日 (金祝 )

13 時 30分～ 14時 30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
参加無料・予約不要

鼓々組 (ここぐみ )さん
による迫力ある生演奏も
お楽しみに♪

はちのへ
おもちゃ病院

11月 12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。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

11 月 24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 )
 11 月 10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！

はちのへ
おもちゃ病院

11月 12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。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

11 月 24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 )
 11 月 10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！

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（2月・3月にも開催）

◆プレふたご……妊娠 8ヶ月以上、双子ちゃんを
出産予定の方（2月にも開催）

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（2月・3月にも開催）

◆プレふたご……妊娠 8ヶ月以上、双子ちゃんを
出産予定の方（2月にも開催）

幸せを呼ぶ子馬ちゃん
（こまちゃん )のプレゼント付！
幸せを呼ぶ子馬ちゃん
（こまちゃん )のプレゼント付！

プレパパ・プレママひろば
<プレパンダ>
11 月 24日 (金 )  9 時 30 分～
会場：こどもはっち内

<プレふたご>
11 月 26日 (日 )  10 時 30分～
会場：こどもはっち内

<プレどんぐり>
11 月 29日 (水 )  9 時 30 分～
会場：はっち 4階　食のスタジオ

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。

八戸いちごマルシェ
いちご大福づくり体験

11月 25日 (土 )、26 日 (日 )
12 時～ ※なくなり次第終了

会場：はっち 5階　共同スタジオ
参加無料・予約不要
定員：各日 200人 (先着順 )
こどもはっちスタッフと一緒にいちご大福を作ろう！
八戸産のいちごは甘い中に少し酸味があって美味しいですよ。

会場：はっち 5階　共同スタジオ
参加無料・予約不要
定員：各日 200人 (先着順 )
こどもはっちスタッフと一緒にいちご大福を作ろう！
八戸産のいちごは甘い中に少し酸味があって美味しいですよ。

こどもはっちの先輩パパママ、
赤ちゃんと交流しましょう！
こどもはっちの先輩パパママ、
赤ちゃんと交流しましょう！
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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 )

11 月の特別企画「猫フェア」では、
かわいい猫ちゃんをモチーフにした
くれよん商品が大集合！
大変人気の商品もございますので、
気になる方は早めにチェックを！！

11月の特別企画「猫フェア」では、
かわいい猫ちゃんをモチーフにした
くれよん商品が大集合！
大変人気の商品もございますので、
気になる方は早めにチェックを！！

今月のおすすめ

「猫フェア」開催します♪
今月のおすすめ

「猫フェア」開催します♪

「ちいさなねこ」

えほんのじかん vol.1
こどもはっちスタッフ選りすぐりの絵本紹介コーナー。豊かな絵本の魅力をお伝えします。

新連載

石井桃子　作・横内襄　絵　
出版社：福音館書店

　お部屋の中に小さな猫がいま

した。子猫はお部屋を飛び出し

てお外へ、どんどん走り出して

いきます。すると、子どもに捕

まりそうになったり、車にひか

れそうになったりします。なん

とか、車の下から這いだすと、

今度は大きな大きな犬と出くわ

してしまうのです。犬が通せん

ぼをしたので、小さな猫は犬の

鼻をひっかいて逃げ出します。

怒った犬は子猫を追いかけ、子

猫は木の上に逃げますが・・・

しばらくするとお母さん猫が現

れ、犬を追っ払い高い木の上に

いる子猫をくわえて家に帰りま

す。帰ってからは、お母さんの

おっぱいを安心して飲んだので

した。

　福音館書店のロングセラー絵

本です。子猫の大冒険のお話で

すが、子猫に対するお母さん猫

の愛情がとっても伝わる 1冊で

す。動物も人間も同じですね

(^^♪

テレやさん
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PICK UP!!
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10月 11月生まれの
おたんじょうび会♪
11組の親子が参加し、
みんなでお祝いしました！

10月 11月生まれの
おたんじょうび会♪
11組の親子が参加し、
みんなでお祝いしました！

おたんじょうび会
 10月 12日 (木 )

出産前のパパママが
集まり、沐浴体験や
パパの妊婦体験を
行いました。
もうすぐ出産！
生まれてくるのが
楽しみですね♪

出産前のパパママが
集まり、沐浴体験や
パパの妊婦体験を
行いました。
もうすぐ出産！
生まれてくるのが
楽しみですね♪

プレどんぐり
 10月 8日 (日 )

おいしいお抹茶と
和菓子を味わい
ながら、日本の伝統
文化を体験！毎月
お茶会を楽しみに
してくれている
お兄ちゃんは、
茶立てにも挑戦しました！

おいしいお抹茶と
和菓子を味わい
ながら、日本の伝統
文化を体験！毎月
お茶会を楽しみに
してくれている
お兄ちゃんは、
茶立てにも挑戦しました！

お茶会
 10月 15日 (日 )

　12月24日クリスマスイブ
「大好き！我が家のキラキラパパ大集合」開催！

自慢パパフォトコンテストにエントリーしてくださった 20名のパパ。
お子さんと遊ぶパパ、趣味を楽しむパパ、笑顔のパパなど
ステキな写真が勢ぞろい！
自慢パパフォトコンテストで応援したいパパに投票しよう！
★投票してくださった方にも、抽選でプレゼント！

11 月 1日 (水 ) ～ 5日 (日 )......はっち 1階　ギャラリー 1

11 月 6日 (月 ) ～ 12 月 14日 (木 )......はっち 4階　こどもはっち内

★結果発表は　12 月 24日 (日 )10 時　はっちひろば　にて

　12月24日クリスマスイブ
「大好き！我が家のキラキラパパ大集合」開催！

自慢パパフォトコンテストにエントリーしてくださった 20名のパパ。
お子さんと遊ぶパパ、趣味を楽しむパパ、笑顔のパパなど
ステキな写真が勢ぞろい！
自慢パパフォトコンテストで応援したいパパに投票しよう！
★投票してくださった方にも、抽選でプレゼント！

11 月 1日 (水 ) ～ 5日 (日 )......はっち 1階　ギャラリー 1

11 月 6日 (月 ) ～ 12 月 14日 (木 )......はっち 4階　こどもはっち内

★結果発表は　12 月 24日 (日 )10 時　はっちひろば　にて

投票
受付中！

10月のこどもはっち ̶̶̶̶̶Last Month On Kodomohacchi̶̶̶̶̶̶̶


