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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 おひな祭り会

3月 3日 (土 )

①10 時 30分～ ②10時 45分～
③11時 00分～ ④11時 15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 50円 (入場料別途 )
＜当日受付＞ 各回先着 10名
白酒や雛菓子でお祝いしましょう！
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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



ひば子馬ちゃんのプレゼントつき！ひば子馬ちゃんのプレゼントつき！

親子 3B体操
～きらきらダンスでハッピースマイル～

3月 7日 (水 )
10 時 30分～ 11時 15分
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：16組
<要予約>予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 2 月 19日 ( 月 ) 9:30～
楽しい体操&ダンスでリフレッシュ！！
動きやすい服装で参加ください。

おたんじょうび会

3月 8日 (木 )
10 時 30分～ 11時 10分　
会場：はっち 4階　こどもはっち内
対象：就学前のお子様をもつ親子
参加費無料（入場料別途）
予約不要
2月・3月生まれのちびっこ集まれ～★

※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。

はちのへ
おもちゃ病院

3月 11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点までとさせていただきます。
当日はおもちゃの修理の様子も間近で見ることができますよ！

こどもはっちお茶会

3月 18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。

はちのへ
おもちゃ病院

3月 11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点までとさせていただきます。
当日はおもちゃの修理の様子も間近で見ることができますよ！

こどもはっちお茶会

3月 18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。

にこにこ広場
赤ちゃんのための読み聞かせ講座

3月 23日 (金 )
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 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 )
 3 月 9日 ( 金 ) 9:30～
12ヶ月までの赤ちゃんが対象の人気講座！

親子ヨガ教室

3月 28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 )
 　3月 1日 ( 木 ) 9:30～
心も体もリラックスしよう♪動きやすい服装で参加ください。

プレパパ・プレママひろば
<プレどんぐり>
対象：妊娠 8ヶ月以上

3 月 4日 (日 )  10 時 30分～
<プレパンダ>
対象：妊娠 8ヶ月以上、ママの年齢が 35才以上

3 月 4日 (日 )  14 時 00分～

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。

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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おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

他にもオススメ商品がいっぱい！
フェイスブックやブログで入荷情報など、
ご覧いただけます♪

 https://kureyon8.theshop.jp/ https://kureyon8.theshop.jp/

Online Store
くれよん８(エイト )

温かくて柔らかい、キッズ帽子が
入荷しました！まだ冷たい風の吹く
春先も「春ぼうし」があれば安心ですね♪

温かくて柔らかい、キッズ帽子が
入荷しました！まだ冷たい風の吹く
春先も「春ぼうし」があれば安心ですね♪

今月のおすすめ

「あったか春ぼうし」
今月のおすすめ

「あったか春ぼうし」

「ランドセルがやってきた」

えほんのじかん vol.5
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。

中川ひろたか　文
村上康成　絵　
徳間書店

　ある日、幼稚園から帰ってくる
と、うみひこ君あてに大きな箱が
届いていました。お母さんに開け
てごらんと言われ、箱を開くと、
青いピカピカのランドセルが入っ
ていました。そういえば、おじい
ちゃんに好きな色は何色？って電
話で聞かれ、青と答えたんだ！！
ランドセルは今度１年生になる、
うみひこ君へのおじいちゃんから
のプレゼントでした。
　さっそく脊負ってみると、とっ
ても大きい！隣の６年生のたけし
君の背負ってるランドセルはすご
く小さく感じるのに…
　うみひこ君はランドセルにお父

さんの本やお母さんの雑誌等を入
れて背負ってみたら重い。そして
、重いランドセルを背負って外に
出かけてみることにしました。近
所の人たちから、「よ、一年生！」
「立派だね！」っと声をかけられ
とても嬉しくなりました。
　そうして、うみひこ君はお家に
戻ってくると急いで、おじいちゃ
んに「ありがとう」と電話をした
のでした。
　新一年生はご入学おめでとうご
ざいます。桜の下を通る新一年生
を見かける季節ですね。新一年生
がんばれ！っと心の中でそっと応
援しようと思います！！

好きな本をみつけたら…
借りてみよう！

好きな本を
えらぶ

カウンターに
持っていく

図書カードに
シールを貼る

お子様ひとり 2冊まで

こどもはっちの蔵書数は 1800 冊以上！選りすぐりの良書ばかりです。
※１週間を目安に返却をお願いいたします。

LET’ S
TRY!!

いつもそうです
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烏帽子作り＆記念撮影を行いました。
ふたごひろばで「にゃんこスター」が大流行！
わいわい楽しいひと時でした♪

烏帽子作り＆記念撮影を行いました。
ふたごひろばで「にゃんこスター」が大流行！
わいわい楽しいひと時でした♪

ふたごひろば
 2月 18日 (日 )

えんぶり期間の 4日間限定の工作コーナー！
市民の方や観光客の方も参加してくださいました！
えんぶり期間の 4日間限定の工作コーナー！
市民の方や観光客の方も参加してくださいました！

こどもはっちオリジナル
ミニえぼし作り
 2月 17日 (土 )～2月 20日 (火 )

大泣きのお友だちも
いましたが、中には
鬼に向かっていく強者も！！
最後は鬼さんとダンスをして
仲良くなりました (^^♪

大泣きのお友だちも
いましたが、中には
鬼に向かっていく強者も！！
最後は鬼さんとダンスをして
仲良くなりました (^^♪

まめまき会
 2月 3日 (土 )

お昼ごはんタイムのスペース開放が
すごく嬉しいです！春から幼稚園なので、
お弁当の練習ができるので、すごく有難いです。
(S さん 2才 1才 )

こどもはっちの運動会で
ハイハイレースに参加しました！
ハイハイの時期は一瞬なので、
良い思い出になりました。(T さん 1才 )

はちすく通信キャンペーンで寄せられた、みなさんの思い出エピソードをご紹介します。
（）内はお子さんの年齢です。

はちすく通信キャンペーンで寄せられた、みなさんの思い出エピソードをご紹介します。
（）内はお子さんの年齢です。

たくさんのエピソード、
ありがとうございます！
たくさんのエピソード、
ありがとうございます！

こどもはっちにある大きなはらぺこあおむしの
ぬいぐるみが大好きで、「一緒にお茶する？」
「ご飯食べる？」など、話しかけながらお世話
をしています。大きな絵本も大好きで、興奮し
ながら読んでいます。(K さん 3才 2才 )

2月のこどもはっち
̶̶̶̶̶Last Month On Kodomohacchi̶̶̶̶̶


