
折り紙で紙風船を作って
色紙を貼り合わせれば
出来上がり！

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

31
7

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作●おたのしみ工作

★おたのしみ工作
　おまつり金魚

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

★水彩画教室
★株式のしくみ
　ワークショップ

★ハンドベル
　ワークショップ

★ハンドベル
　ワークショップ

★公会堂探検隊
　忍者修行

★フェルト
　アート展
 ( オリジナル
　フェルト作り )

●おもちゃ病院
●お茶会
●おたのしみ工作

▼にこにこ
　広場 (8/24)
　予約開始 ▼ふたごひろば

　(8/26)予約開始

●にこにこ広場 ●ふたごひろば
●プレパパママ
　ひろば

山の日

…八戸三社大祭の開催に伴い、
　こどもはっち開館時間を
　延長いたします。
　7/31( 火 ) ・ 8/2( 木 )
　8/4( 土 )  9:30～18:00

こどもはっちニュースレター
2018.AUGUST

発行元：こどもはっち　編集 , 漫画 , 挿絵：古口楠浦

★おたのしみ工作『おまつり金魚』
7月 31日 (火 ) ～8 月 4日 (土 ) 
①11時 30分～　②14時～
会場：こどもはっち内
参加無料・予約不要
三社大祭期間中は毎日おたのしみ工作があり
ます！『おまつり金魚』を作って、お祭りを
見に行こう！

★オリジナルフェルト作り
 8月 9日 (木 )～11 日 (土 )
10 時 30分～14時 30分   
会場：はっち 3階 ギャラリー 3
参加無料・予約不要
フェルトはどうやってできるの？
世界に一つだけの
オリジナルフェルトを
作ってみよう。
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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。

定番イベント定番イベント

親子で
お茶会 
　8月19日 (日 ) < 当日受付 >

にこにこ
広場 
　8月 24日 (金 )　
　< 要予約 > 8/10 9:30～ 受付開始

ふたご
ひろば
　 8月 26日 (日 )
　 < 要予約 > 8/12 9:30～ 受付開始

どんぐり
サークル
 　8月 22日 (水 ) < 予約不要 > 

プレパパ・
プレママ
ひろば
 　8月 26日 (日 )　
　< 要予約 > 随時受付中

★株ってなあに？親子で学ぼう
～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！
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あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.5
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5回目は、おもちゃハウスくれよんの作家さんについてです。

　おもちゃハウスくれよんにいらっしゃるお
客様の中に時々「かわいいですね。全部手作
りですか？一人で作っているんですか？」と
声をかけてくださる方がいらっしゃいます。
私的には、「ハイ」と言いたいのですが、残念
ながら私にはそれだけの技術力はありません。
　おもちゃハウスくれよんには、多くの作家
さんが登録していて、それぞれ自分の得意な
作品を作って下さっています。フェルト商品
の中には数人の作家の手より作られ1つの商
品としてお店に並んでいる物もあります。

どの商品も作家さん一人一人が、一針一針心
を込めて作って下さっています。
季節や行事に合わせた商品作りや、お客様の
オーダーにも答えて下さいます。
　見るだけでも楽しくなる商品が沢山ありま
す。どうぞおもちゃハウスくれよんを覗いて
見てください。お待ちしております。

【おもちゃハウスくれよんの作家さん 】

おもちゃハウス

Toy House Crayon

HandMade
 In 
Hachinohe

えほんのじかん・ミニ！

「かわいそうなぞう」
作・土家 由岐雄 /絵・武部 本一郎
（金の星社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

戦争中、上野動物園で、
3頭の象が殺されました。
本当にあったお話です。
とても悲しいお話ですが、
夏休み親子で是非読んで
ほしい1冊です。

イベント情報や、お知らせをお届けする
公式 LINE@ができました！
ぜひ「友だち追加」していただき、子育てに
お役立て頂けると幸いです。

「友だち追加」はQRコードで！

公
式

「友だち追加」画面で「QRコード」をタップ。
カメラでQRコードを読み取り、表示されて
いる「追加」ボタンを押してください。

こどもはっち

・こどもはっち
・おもちゃハウスくれよん



父、2才に困惑する。
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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

「かぐらちゃん」
三社大祭のおかぐらをモデルにした、くれよんオリジナル商品です。
上下に振ると「かん・かん・かん」と歯打ちします！！

お
ま
つ
り
で

鳴
ら
し
て
歩
こ
う
♫

赤・青・緑・白の
4色から選べます

三社大祭の法霊神楽

「ファミリーコンサート in 南郷」7月8日 ( 日 )
「まんまるスマイル」「ありがとうの花」など楽しい歌とダンスに子どもたちもノリノリ♪
「おむすびころりん」のおはなし、おたのしみ抽選会も行いましたよ

「まるごとこどもはっち夏まつり」7月16日 ( 月祝 )　
はっち１階～５階まで、親子一緒に楽しめるブースが盛りだくさん！
人形劇屋たくたく堂さんのおはなし会＆ワークショップや、ステージイベントも
たくさんのお友だちが参加してくださいました！
来年は八戸市市制施行９０周年！どんな夏まつりになるかな？おたのしみに♫

Last Month On KODOMOHACCHI７月のこどもはっち７月のこどもはっち


