
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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はっち休館日
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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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●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
　うんどうかい

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパママ
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●親子 3B 体操

●大人の
　おりがみ講座

★親子
　リトミック

★そっくり
　写真展 5/6 まで

●どんぐり
　サークル
★こどもはっち
　写真展 6/3 まで

●おもちゃ病院
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●お茶会
●おたのしみ工作

▼親子 3B 体操
　(5/23)
　予約開始

▼おさがり市
　出店者
　予約開始

●おたん
　じょうび会

●にこにこ広場

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

こどもはっちニュースレター
2018.MAY

★こどもはっちそっくり写真展
5月 2日 (水 ) ～ 6 日 ( 日 ) 
※最終日は 17時まで
会場：はっち 1階 ギャラリー 1
入場無料
4月 22日に開催した「ふたご＋
そっくり家族大集合！」参加者の
写真を展示します。
皆さんの投票でそっくり大賞を
決めます！

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。
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★親子リトミック
5月 9日 (水 ) 10 時 30分～11時 15分
会場：はっち 2階 シアター２
定員：親子 12組 ( 先着順 )
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 )
 　　4月 26日 ( 木 ) 9:30～
音楽に合わせて体を動かしたり、リズムに合わせて
音を鳴らしてみたり、親子で表現遊びを体験してみよう！

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

音を鳴らしてみたり、親子で表現遊びを体験してみよう！

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

おたん
じょうび会
(4,5 月生まれ ) 
　5月１0日 (木 ) < 当日受付 >

どんぐり
サークル
  5月 30日 (水 ) < 予約不要 >

にこにこ
広場 
　5月 1１日 (金 )　
　<要予約 > 4/27～ 受付開始

親子
3B体操 
　 5月 23日 (水 )
　 < 要予約 > 5/7～ 受付開始

プレパパ・
プレママ
ひろば
 　5月 27日 (日 )　
　<要予約 > 随時受付中

親子で
お茶会
  5月 20日 (日 ) < 当日受付 >

はちのへ
おもちゃ
病院
　5月１3日 (日 ) < 予約不要 > 



3

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.2
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 2回目は、高校生ボランティアのご紹介です。

「おべんとうバス」
作・絵：真珠まりこ
（ひさかたチャイルド）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

皆さんは、こどもはっちのイベント時に、私たちスタッフを支えてく
れている高校生ボランティアをご存知ですか。
現在、市内の様々な高校から約 100名の登録があり、スタッフの一
員となり積極的に活動しています。
子どもたちの笑顔のために、念入りな準備から丁寧な後片付け、屋外
での夏の暑さにも冬の寒さにも負けず！子どもたちに優しく接してく
れる高校生。今年度も多くの高校生がボランティアに参加してくれる
予定です。
こどもはっち内やイベントで見かけた時は、「頑張って♥」と温かい
エールをお願いしますね！

行楽シーズン到来ですね。おべんとうの中の
おにぎりくんや、トマトちゃんたちもバスに
乗ってレッツゴー。どこに行くのかな！！

一部、
育児書の貸し出し
ができるようになりました！

利用方法はお子様の絵本同様です。
1週間を目安にご返却ください。

えほんのじかん・ミニ！

変わらないこと…

★春夏物！おさがり掘り出し市
6月 3日 (日 )　10 時 30分 ～ 13 時
会　場：はっち 1階はっちひろば・入場無料

【縁の下の力持ち ～高校生ボランティアの巻～ 】

フリマ出店者募集期間

5 月 1日 (火 ) ～ 5 月 3日 (木祝 )

参加費 : 500 円
定員： 抽選で 12組 
※ 選ばれた方には 5月 7日 ( 月 )10 時に
　ご連絡いたします。

おさがり引き取り期間

5 月 1日 (火 ) ～ 5 月 30日 (水 )

こどもはっちにて受付
お引取りできるサイズ：
・衣類：新生児～120cm
・靴：18cmまで
※特に 0カ月～3,4 才のもの大歓迎！
！お願い！
・おさがりとして着られるキレイな状態のもの
　のご提供をお願いいたします。
・あらかじめサイズ別に分けてお持ちください。

こどもはっちに寄せられた子供服を、来場者の
皆様へ無料でお渡しします。先輩ママたちによる
フリーマーケットもあるよ♪
(無料提供コーナーは無くなり次第、終了 )
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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

「ふたご＋そっくり家族大集合」
 4月 22日 ( 日 )
12 組のご家族が集まって、以心伝心
ゲームやコーデコンテストを開催♪
双子ちゃんのステージ『けものフレン
ズ』のダンスで会場は大盛り上が
り！！とっても楽しいひと時でした ^^

「立原ちえ子スプリング
コンサート」 4月 8日 ( 日 )
『くいしんぼうのゴリラ』のお歌では、
子どもたちもステージに上がって一緒
に歌いました♪
ピアノとソプラノ
のハーモニーが
とても素敵でした。 「おたのしみ工作」

『どうぶつベル』を作ったよ！
おたのしみ工作は毎週土日に
開催中！①11:30～②14:00
～ぜひご参加ください。

のハーモニーが
とても素敵でした。 「おたのしみ工作」

『どうぶつベル』を作ったよ！
おたのしみ工作は毎週土日に
開催中！①11:30～②14:00
～ぜひご参加ください。

フェイスブックやブログで入荷

色とりどりのアイスキャンディが登場！「どんなお味かな？」と
声がけすれば、思いも寄らない答えが返ってくるかも…
暑い夏が待ち遠しいですね♪

色とりどりのアイスキャンディが登場！「どんなお味かな？」と
声がけすれば、思いも寄らない答えが返ってくるかも…
暑い夏が待ち遠しいですね♪

Last Month On KODOMOHACCHI
4月のこどもはっち

「ふたご＋そっくり家族大集合」

Last Month On KODOMOHACCHI
4月のこどもはっち4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
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

「アイスキャンディ」

ふたごひろばで先輩ママと出
会えたことが思い出です。
苺大福やクリスマスケーキを
手作り体験させてもらって、
今でも子どもたちがその時の
思い出を話しています。
F さん（2才 7ヶ月）

お店屋さんのような
可愛いボックス入り !
プレゼントにも♪

子どもとクリスマスケーキを一緒に作って食べ
たことが思い出です。
普段食べていない甘い
ケーキの味にもぐもぐ
が止まりませんでした
(笑 )  F さん（3才）

昨年初めて３B体操に参加して、息子は興味ない
かな？と心配していましたが、本人は楽しそうに
ダンスしていたので、毎月のように通っています。
体操に参加したのを機に
息子は踊ることが大好き
になったようです。 
 Sさん（3才）


