
こどもはっち　　イベントのお申し込み・お問合せは下記へ

八戸市三日町11-1
八戸ポータルミュージアムはっち4F 0178-22-5822

0178-20-0840
kodomohacchi@yahoo.co.jp

https://kodomohacchi.net
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イベントカレンダー　 ●…定番のイベント　★…不定期開催のイベント　▼…予約開始日

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパママ
●にこにこ広場

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●親子 3B 体操

★親子たいそう

●どんぐり
　サークル
●プレパパママ

★スプリング
　コンサート

●おもちゃ病院
●お茶会
●おたのしみ工作

★ふたご +
　そっくり家族
　大集合

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼ファミリー
　運動会 (5/6)
　予約開始

▼親子 3B 体操
　(4/18)
　予約開始

▼どんぐり
　サークル
　(4/25)
　予約開始

●にこにこ広場

▼にこにこ広場
　(5/11)
　予約開始

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

昭和の日

振替休日

★立原ちえ子スプリングコンサート デビュー 40周年記念
4月８日 (日 ) 13 時 30分～ ( 開場 13時 15分 )
会場：はっち 1階はっちひろば
入場無料・予約不要
立原ちえ子先生の素敵な歌声で、クラッシックの名曲や
“こもりうた” を披露していただきます。
じゅうたん席もご用意しております。

こどもはっちニュースレター
2018.APRIL

発行元：こどもはっち　編集 , 漫画 , 挿絵：古口楠浦
※このニュースレターのイラストは「カモさんの保育のイラスト 12か月」( 新星出版社 ) を参考にしています。

赤ちゃんもOK!
 一緒に美しい音

楽にふれあおう
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●プレパパ・プレママ教室 
　4月１日 (日 )・２５日 (水 )　
　<要予約 >随時受付中

●にこにこ広場 
　4月１日 (日 )・13 日 (金 )　
　< 要予約 > 13 日：3/30～ 受付開始

●はちのへおもちゃ病院  4 月 15日 (日 )
　< 予約不要 >

●親子 3B体操  4 月 18日 (水 )　
　< 要予約 > 4/2～ 受付開始

●親子でお茶会  4 月 15日 (日 )
　< 当日受付 >

●どんぐりサークル  4 月 25日 (水 )　
　< 要予約 > 4/5～受付開始

★ふたご +そっくり家族 大集合
4月 22日 (日 ) 10 時 30分～11時 30分
会場：はっち 1階はっちひろば
定員：50組 ( 先着順 )
入場無料
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　3月 22日 ( 木 ) 9:30～
双子さん +そっくりさん家族みんなで集まろう！
組み合わせは自由！ご夫婦でも親子でも、
おじいちゃんおばあちゃんでもOK!
双子コーデ＆家族コーデのコンテストもあるよ。

大好評につき毎月開催しているイベントです。
各定番イベントの詳細は、こどもはっちまで
お気軽にお問い合わせください。

定番イベント定番イベント

最後には、そっくりな
みなさんで記念撮影♪

ステージ発表を
やりたい方募集中！
歌、ダンス、そっくり
自慢なんでもOK！
( ご予約の際、お申し込み
  ください )
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えほんのじかん・ミニ！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.1
こどもはっちスタッフによるコラム「あんなこと、こんなこと」
第１回目は、こどもはっちで遊んでくれた子どもたちへお土産として
渡している “おりがみ” の秘密をご紹介します。

「じいじのさくら山」
作・絵：松成真理子
（白泉社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

最近、「この折り紙って誰が作っているの？」と子どもたちに聞かれ
ます。　おりがみを折っているのは、こどもはっちのスタッフでしょ？
と思われがちですが、実はスタッフだけではないんです！
　はっちの近くにあるデイサービス施設の皆さん、某保険会社の皆さ
ん、市民ボランティアさん、最年少では小学生の女の子も！！こども
はっちを見守ってくださる優しい方々が、ご厚意で折ってくださって
います。子どもたちが「ありがとう」と可愛い笑顔で持って行くこと
をお伝えすると、皆さん本当に嬉しそうです。
“あの折り紙って、おじいちゃんおばあちゃん、他にもいろんな人の
想いが込められているんだ！” と知って頂けたら嬉しいです。

～プチ情報～
過去にブログでもご紹介しましたが、お土産
の折り紙を 100コ貯めたお友だちは、プレゼ
ントがあるんです！ちなみに 100コ達成した
お友達は今のところ１人だけ。新記録が出る
ことを楽しみにしています。

感動的なストーリー。
ママにもおすすめの絵本です！

押してダメなら退いてみる

★ゴールデンウィーク ファミリー運動会
5月 6日 (日 )　10 時 ～ 13 時
会　場：はっち 1階はっちひろば
定　員：親子 44組  ( 先着順 )
参加費：1家族 300円
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　4月 6日 ( 金 ) 9:30～
玉入れ、つなひき、パン食い競走など、楽しい競技が
盛りだくさん！赤ちゃん向け、大人向けの競技もありますよ！

【こどもはっちの“おりがみ”の秘密】

参加者大募集！楽し
い思い出つくっちゃ

おう！
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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

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)

今月の
オススメ
商品

「どんぐりサークル」 ３月１４日 (水 )
前回のサークルで作った桜の前で、ちらし寿司
やすまし汁をいただきました。
お花見気分を楽しみました♪

クリスマスのマジックショーが楽しかったです。
東京から本場のマジックを見ることができて大興奮！
本物の鳩が出てくるマジックも初めて見ました。
スプーン曲げも大成功して、今でも曲がったスプーン
は宝物です。 Aさん (４才）

抱き心地バツグン！お座りやいろんなポーズができる猫ちゃんです。
ネットショップでも好評販売中です！

８月のどんぐりサークルに初めて行った娘。
その時に貰った海賊帽子が大のお気に入り。
どんな玩具を買ってあげても２、３日で飽きて
しまうのに、帽子は半年以上過ぎた今でも飽き
ずに、我が家の宝物になっています。
部屋の壁に飾っているのですが、毎朝、寝る前、
ご飯中も片手を挙げて「オー！」と挨拶するかの
ように微笑みかけています。たぶん将来は海賊王
になるんだと思います。 Nさん（１才）

Last Month On KODOMOHACCHI
３月のこどもはっち３月のこどもはっち

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

おもいでエピソードおもいでエピソード

「おひな祭り会」 ３月３日 ( 土 )
女の子も男の子も、みんなでひな祭りをお祝いしました！

「おたんじょうび会」 ３月８日 ( 木 )
今回は１９名のお友だちが集まり、足形スタンプの記念
カードを作りました。

「はちすく通信プレゼントキャンペーン」
２月１日～２８日まで実施。６７名のご応募が
ありました！その中から抽選で７名のお友達が
当選しました。おめでとうございます (^^♪

「猫のあみぐるみ」


