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こどもはっち イベントカレンダー

PICK UP!!

こどもはっち
おもちつき会

1月 14日 (日 )
10 時 30分～ 11時 30分

会場：はっち 5階  共同スタジオ　
対象：就学前のお子様を持つ親子
はっぴを着て、ぺったんぺったん おもちつき！
家族みんなでお正月を楽しもう！
おもちの試食もあります。( 先着２００名 )
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にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

1月 12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 )
 12 月 22日 ( 金 ) 9:30～
お気に入りの絵本を見つけよう！
是非ご参加ください！

親子 3B体操
～きらきらダンスでハッピースマイル～

1月 17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 )
 　12 月 25日 ( 月 ) 9:30～
みんなで体操＆ダンスを楽しもう！
動きやすい服装でご参加ください。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

1月 12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 )
 12 月 22日 ( 金 ) 9:30～
お気に入りの絵本を見つけよう！
是非ご参加ください！

親子 3B体操
～きらきらダンスでハッピースマイル～

1月 17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 )
 　12 月 25日 ( 月 ) 9:30～
みんなで体操＆ダンスを楽しもう！
動きやすい服装でご参加ください。

こどもはっちお茶会

1月 21日 (日 )
①10 時 30分～②10時 45分～
③11時 00分～④11時 15分～
会場：はっち 4階 こどもはっち内
参加費：200円 (入場料別途 )・当日受付
親子で日本文化に親しみましょう！

美味しい和菓子と抹茶をご用意します

　※参加ご希望の方は、当日
　　受付のスタッフまでお知らせください。

親子ヨガ教室

1月 24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 )
 　1月 6日 ( 土 ) 9:30～
体をあたためて、寒い冬を乗り越えよう！
動きやすい服装でご参加ください。

こどもはっちお茶会

1月 21日 (日 )
①10 時 30分～②10時 45分～
③11時 00分～④11時 15分～
会場：はっち 4階 こどもはっち内
参加費：200円 (入場料別途 )・当日受付
親子で日本文化に親しみましょう！

美味しい和菓子と抹茶をご用意します

　※参加ご希望の方は、当日
　　受付のスタッフまでお知らせください。

親子ヨガ教室

1月 24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 )
 　1月 6日 ( 土 ) 9:30～
体をあたためて、寒い冬を乗り越えよう！
動きやすい服装でご参加ください。

はちのへ
おもちゃ病院

1月 28日 (日 )
10 時～12時
会場：はっち 5階 レジデンスA
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
壊れたおもちゃを原則無料で修理します。
お一人様1点までとさせて頂きます。
当日はおもちゃ修理の様子も間近で見ることができますよ！

どんぐりサークル
「えんぶり衣装を着て写真を撮ろう！」

1月 31日 (水 )
10 時 30分～ 11時 30分
会場：はっち 4階　こどもはっち内
参加費：無料 (入場料別途 )
予約不要
※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。
烏帽子や衣装を身につけて写真撮影！
一足早く、みんなで「えんぶり」の気分を楽しみましょう。

こどもはっち Tel Mail

0178-22-5822
0178-20-0840

kodomohacchi
@yahoo.co.jp

イベントのお申し込み
お問合せは
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http://minna-movie.jp/
上記サイトにて映画の
予告動画をご覧いただけます

「おせちいっかのおしょうがつ」

えほんのじかん vol.3
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。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。

作/絵 :　
わたなべ あや

出版社 :佼成社

PICK UP!!

こどもはっち映画上映会
『みんなの学校』

1月 27日 (土 )
①13 時 30分～ ②18時～
1月 28日 (日 )
①10 時 30分～ ②13時 30分～
会場：はっち 2階  シアター 2

定員：120名 (当日会場前にて上映 30分前より整理券配布 )
大阪市立大空小学校を記録したドキュメンタリー映画
を上映します。不登校も特別支援学級もない、同じ教室
で学ぶ仲間たちの物語です。

　もういくつ寝るとお正月です

ね！お正月にはお重に入ったお

せち料理を食べますね。今回紹介

する絵本は、お正月にぴったりの

1冊です。

　今日は大晦日、家族みんなでお

正月の準備で大忙しです。となり

のお部屋にある重箱の中のおせ

ち一家もやっぱり大忙し。

　双子のかまぼこ、こうちゃん・

はくちゃん、だてまきママ、くわ

いパパ、えびばあちゃんに、たた

きごぼうのじいちゃん！人間と

同じようにおせち一家も年越し

そばを食べるとお重を抜け出し、

神社へ初詣へ向かうのです・・・

　最近では作らない家庭もある

ようですが、おせち料理にはひ

とつひとつ名前や由来があるこ

と、お正月の習慣など、日本の伝

統を分かりやすく描いています。

絵もとても可愛らしく、小さなお

こさんから楽しめますので、親子

で是非読んでみてください！

　ちなみに私の実家では、必ず

「ちょろぎ」が入りますよ。みな

さんご存知ですか？絵本の最後

に出てきますから見てみてくだ

さいね。

入場
無料

予約
不要

初詣にて

3



4

出場＆観覧 大募集！
＜公開収録 平成 30年 2月 4日 (日 )＞
会場：八戸市公会堂

NHK青森放送局主催・「お国ことば deのどじまん」

※公開収録観覧 (無料 ) は事前のお申し込みが必要です。
http://www.nhk.or.jp/aomori/okuninodo/

親子で出場してみよう♪親子で出場してみよう♪

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、
おすすめをチェックできますよ♪  https://kureyon8.theshop.jp/ https://kureyon8.theshop.jp/URL

Online Store くれよん８(エイト )

ぬくぬくフェアぬくぬくフェア
あったかグッズをあつめました♪

今月のおすすめ！

「あみぼうし ＆ ネックウォーマー」
今月のおすすめ！

「あみぼうし ＆ ネックウォーマー」

大きな絵本は大迫力！
赤ちゃんの視覚にも良い刺激を与えますよ！
大きな絵本は大迫力！
赤ちゃんの視覚にも良い刺激を与えますよ！

今回はなんと今大人気のパンダちゃん「香香」の和菓子も登場！！
とってもかわいくて食べられなーい (>o<)
今回はなんと今大人気のパンダちゃん「香香」の和菓子も登場！！
とってもかわいくて食べられなーい (>o<)

寒さが厳しくなってきましたね。

かわいくてあたたかい商品が入荷しましたよ。

冬でもおでかけを楽しんで！プレゼントにも最適です。

寒さが厳しくなってきましたね。

かわいくてあたたかい商品が入荷しましたよ。

冬でもおでかけを楽しんで！プレゼントにも最適です。

にこにこ広場
 12月 15日 (金 )
にこにこ広場
 12月 15日 (金 )

親子でお茶会
 12月 17日 (日 )
親子でお茶会
 12月 17日 (日 )

ハンドベル演奏やサンタさんのおはなしで
クリスマスを楽しみました♪
みんなでケーキのデコレーションにも挑戦＼(^o^) ／

ハンドベル演奏やサンタさんのおはなしで
クリスマスを楽しみました♪
みんなでケーキのデコレーションにも挑戦＼(^o^) ／

どんぐりサークル
「クリスマスランチ会」
 12月 13日 (水 )

どんぐりサークル
「クリスマスランチ会」
 12月 13日 (水 )

1才～ 4才までのお友だちが 17組集まってくれました。
子どもたちも、パパママも、おめでとう！
1才～ 4才までのお友だちが 17組集まってくれました。
子どもたちも、パパママも、おめでとう！

12 月・1月生まれの
おたんじょうび会
 12月 14日 (木 )

12 月・1月生まれの
おたんじょうび会
 12月 14日 (木 )

申込、お問合せ、イベント詳細は
下記サイトをご確認ください。

出場申込 :1月 5日 (金 )
観覧申込 :1月 15日 (月 ) 必着！

12 月のこどもはっちLast Month On Kodomohacchi


