
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

●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

★ねじりんご
　バルーンアート展

★こどもはっち
　ファミリー
　コンサート

★キッズフェス
　ティバル

★全館まるごと
　こどもはっち

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼にこにこ
　広場 (7/22)
　予約開始

▼夏まつり工作
　ワークショップ
 「えぽんちゃん」
　予約開始

▼ゲームで学ぶ
　株式の仕組み
　予約開始

▼3B 体操 (7/18)
　水彩画
　ハンドベル
　忍者隊
　予約開始

●にこにこ広場

●お茶会
●にこにこ広場
●プレパパママ
　ひろば

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

海の日

…八戸七夕祭の開催に伴い、 こどもはっち開館時間を延長いたします。
　7/13( 金 )～16( 月祝 )　9:30～18:00

こどもはっちニュースレター
2018.JULY

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。

★キッズフェスティバル
7月 4日 (水 ) 10 時～12時 
会場：八戸市総合福祉会館 (根城 )
入場無料
予約不要
各地域の子育てサロンが福祉協議会に集まり、
屋内遊園地やおめんづくり、さかなつりなど、
親子で楽しめる1日限りのイベントを開催☀
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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
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

親子で
お茶会 
　7月 22日 (日 ) < 当日受付 >

にこにこ
広場 
　7月 13日 (金 )・22 日 (日 )　
　< 要予約 > (22 日開催分 )7/6～ 受付開始

親子
3B体操 
　 7月 18日 (水 )
　 < 要予約 > 7/2～ 受付開始

プレパパ・
プレママ
ひろば
 　7月 22日 (日 )　
　< 要予約 > 随時受付中

★こどもはっちファミリーコンサート in 南郷
 7 月 8日 (日 )13 時～14時   
会場：南郷文化ホール
入場無料・予約不要
美香お姉さんのお歌や、森の仲間たちのダンス、
「おむすびころりん」のミュージカルを行います！
お楽しみ抽選会では豪華景品が当たるかも！？

★まるごとこどもはっち夏まつり
  7 月 16日 (月祝 ) 10 時～15時 
会場：はっち全館
入場無料 (体験コーナーは一部有料・要予約 )
体験・ものづくりコーナーでたっぷり遊ぼう！
夏まつりの詳細については、チラシ・または
ホームページをご覧ください。

　人形劇屋たくたく堂
　絵本シアター＆工作ワークショップ
◉絵本シアター①10:00～10:30

②13:00～13:30
定員 : 各回親子 60組 ( 当日先着順 )

◉工作ワークショップ①10:45～11:15
②13:45～14:15

定員：各回親子20組
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　7月 1日 ( 日 ) 9:30～

今回の
目玉企画

！
恒例の
おみこし担ぎ
もあるよ！
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あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.4
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4回目は、オレンジデーのおはなしです。

　みなさんは、こどもはっちで開催している、
オレンジデーをご存じですか？
ハンディキャップのあるお子さんや、お友だ
ちとの関わり合いが苦手なお子さんたちが、
ご家族で思う存分「こどもはっち」を楽しん
でもらうスペシャルデーのことです。
　普段、周りに気を使ってしまい、なかなか
遊び場へ足を運ぶことが出来ず、お家に親子
で引きこもってしまう・・というお母さんた
ちの声から生まれた、オレンジデーですが、
６月で６回目となりました！毎回、季節にあっ
た楽しいお話会や、工作造りもしています！

　いずれは、みんながお互いを思いやり、お
母さん達も気を遣わなくても、一緒の空間で
遊べる、そんな空間造りができるよう、オレ
ンジデーがそのきっかけの一歩になればよい
なと思っています。みんなちがってみんない
い。どんな個性があっても共に認め合い、相
手を思いやれる優しい世の中になりますよう
に！！

【こどもはっちのオレンジデー 】

今年度オレンジデーの日程　
10月 21日（日）・12月 16日（日）

　いずれは、みんながお互いを思いやり、お
母さん達も気を遣わなくても、一緒の空間で

8月もイベント盛りだくさん！夏休みを楽しもう♫

★こども水彩画教室 　初開催！
8月 5日 (日 )10 時～12時   
会場：はっち３Fギャラリー３
対象：年長～小学生
定員：親子８組
参加費無料
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　7月 2日 ( 月 ) 9:30～
絵具を使って、水彩画を描いてみよう！
水彩画教室の先生が教えてくれるよ！

★株ってなあに？親子で学ぼう　初開催！
～ゲームで学ぶ株式の仕組み～
8月 5日 (日 ) 10 時 30分～12時 
会場：フラワーエイトビル3F
　　　 ( 十三日町ドトールのビル )
対象：小学生4～6年生
定員：親子20組
参加費無料
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　7月 5日 ( 木 ) 9:30～
アニメキャラクターが登場するゲームで株の仕組み、
お金の大切さを学ぼう！

★公会堂探検隊！
　忍者、公会堂まるごと修行道場
　8月 8日 (水 )10 時 30分～12時 30分   
会場：八戸市公会堂
対象：あそび好き小学生75名
参加費無料
<要予約 >　予約開始日 (定員になり次第、締切 )

7月 2日 ( 月 ) 9:30～
八戸市公会堂にてメールまたは
FAXで受付。詳細は八戸市公会
堂ホームページをご覧ください
http://www.hachi-kokaido.com/

忍者になって公会堂を探検！
修行が終わると、カッコイイ巻物がもらえるよ♫

★ハンドベル演奏体験　初開催！
8月 11日 (土 )13 時 30分～15時

12日 (日 )10 時 30分～12時 
会場：はっち5F　レジデンスA
定員：各回親子10組
参加費無料
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
 　　7月 2日 ( 月 ) 9:30～
大人も子どももハンドベル演奏を楽しもう！
大人だけの参加OK！小学 5～6年生はお子様のみ
の参加も可能です (*^^)v



ワタシ、反省してます
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えほんのじかん・ミニ！

「なつやさいのなつやすみ」
作・林 木林 /絵・柿田ゆかり
（ひかりのくに）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

夏休み、夏のお野菜たちが青空の下、プールへ
ドボーン !! だじゃれも楽しい夏にピッタリの1冊です。
夏のお野菜しってますかー？？

こどもはっち

ドボーン !! だじゃれも楽しい夏にピッタリの1冊です。

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

「
こま

子馬ちゃん」 八戸は古代から、国宝の土偶から
もわかるように、出産を重んじ、
子どもを皆で大切に育む精神が深
く根付いています。八幡馬も古く
は、紐で引いて遊ぶ玩具として、
愛されました。先人の心を受け継
いで子どもの誕生、成長を祝福し、
見守って行きたいと思い製作した
オリジナル商品です。色つき1,500 円

色なし (県産ひば使用 ) 1,000 円

お
気
に
入
り
を

見
つ
け
て
ね
！

「グッド・トイ ランド」
６月10日 ( 日 )

おもちゃコンサルタントが選んだ「よいおもちゃ
(グッドトイ )」がこどもはっちに登場！
お気に入りの玩具を見つけて、何度も遊んでいる子
が多く見られました！
次回の開催もおたのしみに☆彡

「春夏物！おさがり掘り出し市」
６月３日 (日 )　

当日は８００名の来場者があり、大賑わいのおさが
り市となりました。ママたちのフリマも大人気で、
完売した方もいらっしゃいました！
今回無料提供にご協力くださった皆様、ありがとう
ございました。

「ねじりんごさんからバルーンのプレ
ゼント」
こどもはっちに、おっきなバルーンがやってきまし
た！おサルさんとにこにこピース (^_^)v

Last Month On KODOMOHACCHI6月のこどもはっち

「グッド・トイ ランド」
６月10日 ( 日 )

Last Month On KODOMOHACCHI6月のこどもはっち6月のこどもはっち


