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こどもはっち イベントカレンダー

こどもはっち
まめまき会

2月 3日 (土 )
①10 時 30分～ 11時
②15時～15時 30分
会場：こどもはっち内
対象：就学前のお子様を持つ親子
参加費：お子様１人 100円 (入場料別途 )
豆まきをしてみんなで鬼退治！
「おにのパンツ」をみんなで踊ろう♪
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こどもはっち Tel Mail
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kodomohacchi
@yahoo.co.jp

イベントのお申し込み
お問合せは

1



こどもはっち
オレンジデー

2月 4日 (日 )
9 時 30分～ 12時 30分
※通常のご利用は 13時からとなります。
※団体でのご利用の場合はご予約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～

2月 7日 (水 )/2 月 21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 )
 [7 日開催 ]   1 月 22 日 ( 月 ) 9:30～
 [21 日開催 ] 2 月 5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。

親子ヨガ教室

2月 14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 30日 ( 火 ) 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。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

2月 16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 )
 2 月 2日 ( 金 ) 9:30～
12カ月までの赤ちゃんを対象とした
読み聞かせ講座。
たくさんの絵本とふれあう広場です。

親子ヨガ教室

2月 14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 30日 ( 火 ) 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。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

2月 16日 (金 )
10 時 30分～ 11時 30分
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幸せを呼ぶ
ひば子馬ちゃん
（こまちゃん )の
プレゼントもあるよ！

幸せを呼ぶ
ひば子馬ちゃん
（こまちゃん )の
プレゼントもあるよ！

どんぐりサークル
「冬の運動会」

2月 28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。
赤ちゃんもできるかんたん運動遊びをします♪

プレパパ・プレママひろば

<プレどんぐり>
妊娠 8カ月以上の方
2 月 16日 (金 )  9 時 30 分～
<プレパンダ>
妊娠 8ヶ月以上、ママの年齢が 35才以上の方
2 月 17日 (土 )  ①10 時 30分～
     ②14 時～
<プレふたご>
妊娠 8ヶ月以上、双子の赤ちゃんを出産予定の方
2 月 18日 (日 )  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。
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「おめんです」

えほんのじかん vol.4
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:いしかわこうじ  出版社 :偕成社

PICK UP!!

　もうすぐ節分！ということで

・・・鬼さんが登場する仕掛け絵本

のご紹介です！といっても、けし

て、怖い絵本ではなく赤ちゃんか

ら楽しめますよ♪

　こわーい鬼のお面をかぶって

いるのはだあれ？お面をゆっく

りめくると、中から、隠れていた

うしさんが現れます。まっかなだ

るまさんのお面をかぶっている

のはだあれ？はみ出している耳

がヒントです！だるまさんをめ

くると今度は元気なゴリラくん

が現れます。

　ひょっとこやおかめ、かっぱな

ど、昔ながらのお面をめくると、

次々と子ども達が好きな動物た

ちが登場しますよ。

　赤ちゃんには「いないいない

ばあ」のように楽しめ、もう少し

大きなお子さんは、親子で動物を

あてっこして楽しめます！！

　鬼がけっこうリアルで、怖がる

かもしれませんが、中身はかわい

い動物さんなので、そのギャップ

もまた楽しいと思います。

はちのへこどもフェスタはちのへこどもフェスタ
八戸学院短期大学による
オペレッタ上演
2月 25日 (日 ) 10 時～

会場：八戸市公会堂文化ホール
入場無料・予約不要
ちいさなオペラ、オペレッタ。こどももおとなも
おじいちゃんおばあちゃんもみんなが楽しめる舞台です。

はちのへこどものまち
2月 24日 (土 )・25 日 (日 )
10 時～15時

会場：八戸市公会堂・公民館
対象：小学生
定員：各日 500名
入場無料
<要予約>予約受付中 (定員になり次第、締切 )
「こどものまち」では、こどもがお仕事をし、
働くことでお給料をもらい、自分で稼いだお金で、
食べたり、遊んだりして、お金がなくなったら、
また働く、こどもだけのまちです。
大人の入国はご遠慮いただいております。

こどもはっちなりきりひなまつり
チビッコあそびの広場
はちのへおもちゃ病院
2月 25日 (日 )
10 時 30分～14時

会場：八戸市公会堂エントランスホール
入場無料・予約不要
おもちゃ病院の受付時間は 13時 30分まで

一番じゃなくなった日
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子どもたちが順番におもち
つきを体験しました！
つきたてのおもち、
美味しい～(*‘▽‘)

子どもたちが順番におもち
つきを体験しました！
つきたてのおもち、
美味しい～(*‘▽‘)

にこにこ広場
 1月 12日 (金 )
にこにこ広場
 1月 12日 (金 )

お正月の工作は、こどもはっち
オリジナル「ぱくぱくししまい」
工作や読み聞かせを
毎週土日に開催していますよ☆

お正月の工作は、こどもはっち
オリジナル「ぱくぱくししまい」
工作や読み聞かせを
毎週土日に開催していますよ☆

おたのしみ工作
 1月の毎週土日
おたのしみ工作
 1月の毎週土日

0才の赤ちゃんたちの
イベント。赤ちゃんたちも
のびのび遊べます (*^-^*)

0才の赤ちゃんたちの
イベント。赤ちゃんたちも
のびのび遊べます (*^-^*)

おもちつき会
 1月 14日 (日 )

おもちつき会
 1月 14日 (日 )

☆はちすく通信プレゼントキャンペーン

2 月 1日 ( 木 )　　2月 28日 ( 水 )
「はちすく通信」に登録しよう！
既に登録している方も、もちろん応募OK！
アンケートに答えて、おもちゃをゲットしよう！
当選した方には、賞品がどれか１つ当たります！（賞品は選べません）

【応募条件】はちすく通信に登録している方

【応募方法】こどもはっちに設置している応募用紙の必要事項を記入して、
抽選箱に入れてください。

☆はちすく通信プレゼントキャンペーン

2 月 1日 ( 木 )　　2月 28日 ( 水 )
「はちすく通信」に登録しよう！
既に登録している方も、もちろん応募OK！
アンケートに答えて、おもちゃをゲットしよう！
当選した方には、賞品がどれか１つ当たります！（賞品は選べません）

【応募条件】はちすく通信に登録している方

【応募方法】こどもはっちに設置している応募用紙の必要事項を記入して、
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【結果発表】3 月 1日 (木 )10 時
（当選者には電話でご連絡します）

・名前 (保護者・お子様 )
・お子様の年齢
・電話番号
・はちすく通信に登録しているメールアドレス
・こどもはっちの利用頻度
・こどもはっちでの思い出エピソード（ニュースレターでご紹介）
・今後どんなイベントがあったら参加してみたいか
・ご意見・ご感想　

メールでの応募も可能！
上の内容を下記アドレスにお送りください。
（info@kodomohacchi.com）

メールでの応募も可能！
上の内容を下記アドレスにお送りください。
（info@kodomohacchi.com）

7名に豪華賞品を
プレゼント！
登録がまだの方はコチラ！→
(QRコードを読取り、
[p-kodomohacchi@s.nowgetta.com] に
空メールを送信し登録して下さい。)

写真は賞品の一部です。
他にも豪華な賞品をご用意しています。

【必要事項＆アンケート】

！　登録画面に「ウイルス警告」が表示される方へ
　この度、はちすく通信の新規登録時において仮登録画面をクリック
すると、画面に『ウイルス警告』が表示されるという事例がありました。 
　管理会社に調査を依頼したところ、ウイルス感染などの問題は発見
されず、「McAfee 」をご使用の方に警告表示が出ることが判明しま
した。（フィルタリング機能を「強度」に設定している場合）

ご登録に不安がある方は、個別登録もできますので、お気軽にお問い
合わせください。登録者の皆様も、引き続きご利用下さいませ。
　大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解の程、よろしくお願いいた
します。

1月の
こどもはっち
Last Month On Kodomohacchi


