
こどもはっちニュースレター
2018.OCTOBER

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

こどもはっち , くれよん
臨時休館 (休業 ) 日

mon tue wed thu fri sat sun
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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

体育の日
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●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★おめめと
　おてて展 in
　こどもはっち

★こどもはっち
　でキックオフ

★ばぶちゃん
　ハロウィン

★「ピッコロサー
　カス」 公演
●プレパパママ

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●親子 3B 体操

●どんぐり
　サークル

【4 階こどもはっちリニューアルオープンのお知らせ】
　日時 : 10 月 3 日 ( 水 )9:30～16:30
　リニューアルオープンに伴い、 10 月 1 日 ・ 2 日は
　こどもはっち , おもちゃハウスくれよんが臨時休館 ( 休業 ) となります。 　

★オレンジデー
●お茶会
●おもちゃ病院

▼おさがり市
　出店者
　予約開始

▼親子 3B 体操
　(11/14)
　予約開始

▼親子 3B 体操
　(11/7)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(10/19)
　予約開始

※4 階
　こどもはっち
　リニューアル
　オープン

●おたん
　じょうび会

●にこにこ広場

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。

★おめめとおてて展 in こどもはっち
～おめめちゃんとおててちゃんのごんぼホリデー～
10月 7日 (日 ) １０時～１５時　
会場：はっち１階
定員：各ワークショップ１５名
対象：３～１０歳くらい
参加費：５００円
<要予約 >予約受付中 (定員になり次第、締切 )

ワークショップ１【10時～ 11時】
サランラップを研究、魔法の川を作ろう
サランラップに包んだり、包まれたり、
挟まれたり、いろんな遊びを考えよう！

ワークショップ２【11時～ 12時】
おひとりさまテントを作ろう
新聞紙やチラシなどの身近な紙素材で、
自分だけのテントを作ろう！

ワークショップ３【13時～ 14時】
しろ☆シロ☆彡 shiro☆いろんな白で基地づくり
いろんな白い素材を使って「モノの白」
「色彩の白」を探求して基地をつくろう。

詳しくはチラシやホームページをご覧ください！！

３つの親子ワークショップとシンポジウムを開催！



2


　　　　　　　　　　　　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　


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

★ばぶちゃんハロウィン
１０月２８日 (日 ) １０時３０～１２時　
会場：はっち１階 はっちひろば
対象：０歳～満２歳 (２４ヶ月 )までの
　　　お子様をもつ親子
参加費：一家族３００円
定員：親子４０組
<要予約 >予約開始日 (定員になり次第、締切 )
  10/12( 金 )9：30～

★オレンジデー
１０月２１日 (日 ) 
９時 30分～１２時３０分　
会場：こどもはっち
入場料：小学生以上１００円
(障がい者手帳・愛護手帳をお持ちの方は５０円 )

集団になじめない、お友だちと上手に遊べない、、
など、ハンディキャップのある子どもたちと、
その家族のための開館日です！
※一般の方のご入場は、１３時からとなります。
あたたかいご協力をお願いします。

★マチニワであそぼ！
「ピッコロ・サーカス」
１０月２０日 (土 ) １１時～　
場所：マチニワ（はっち向かい）
参加費無料・予約不要
３人の道化師（クラウン）の小さなサーカス
「ピッコロ・サーカス」★ハラハラドキドキの
サーカス芸や愉快な楽器演奏など盛りだくさん
の笑いのエンターテイメント！
おじいちゃんも、おばあちゃんも、パパママ、
子どもたちも笑わずには帰れない！
出演：ラストラーダカンパニー

赤ちゃんたちもハロウィン気分を味わおう！
＜おたのしみ企画＞
・ハロウィンのおはなし会＆ゲーム
・はっち館内のお店をまわるおやつツアー
・仮装コンテスト（豪華な景品がもらえるかも？！）

●おたんじょうび会
１０月１１日 (木 )
※予約不要・当日受付

●親子３B体操
１０月１７日 (水 )
※要予約（９月２４日～受付）

●にこにこ広場
１０月１９日 (金 )
※要予約（１０月５日～受付）

●おもちゃ病院
１０月２１日 (日 )
※予約不要・当日受付

●親子でお茶会
１０月２１日 (日 )
※予約不要・当日受付

●どんぐりサークル
１０月３１日 (水 )
※予約不要・当日受付
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★秋冬物！おさがり掘り出し市
１１月１１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・予約不要

おさがり掘り出し市の出店者を大募集！
無料で子ども服のおさがり品を提供してくださる方
も募集中です。また、お家で使わなくなったタオル
の寄付もお待ちしております！ (バスタオルもOK)

【こども服／タオルの無料提供の引き取りについて】

期間：１０月１５日（月）～１１月７日 (水 )
場所：こどもはっち
サイズについて：
服は新生児～１２０cm、靴は１８cmくらいまで
（特に０～４歳のもの大歓迎）
※サイズ分別をして、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待ちしております。

【出店者について】
出店料５００円　<要予約 >( 抽選１２組 )
申込期間：１０月１５日（月）～１７日（水）
当選者の方には１８日（木）に電話連絡致します。

えほんのじかん・ミニ！

「おすしのずかん」
作・大森 裕子 /監修・藤原 昌高
（白泉社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

あかいおすし、しろいおすし、ひかるおすし　
このおすしって、どんなお魚なのかな？
ページをめくると、お魚の図鑑と説明が分かり
やすく描かれています。
みんなの大好きなお寿司は、どんなお魚かな～！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.7
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7回目は、赤ちゃんが受けとる生まれて初めての “プレゼント” についてです。

皆さんこんにちは！今月は、我が家に二人目の孫ちゃんが
誕生の予定で、名前の話題で盛り上がる日々です。名前は、
赤ちゃんにとって、生まれて初めての受け取る贈り物です。
両親、祖父母、家族みんなが思いを込め命名するのですか
ら、全ての赤ちゃんは幸せです。
言葉がまだわからなくても、ぜひ赤ちゃんに名前の由来を
お話してあげてくださいね！
ちなみに我が家の初孫は、健康第一！健一！でした。二人
目はどんなかわいい名前になるでしょうか？

【 すべての赤ちゃんがもらう初めてのプレゼント 】




　　　



　　　


Last Month On 
KODOMOHACCHI

９月の
こどもはっち
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こっそり見てるよ。

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

「編みぼうし」
果物や動物のあったか帽子です。
お子さんがかぶるととってもかわいい !(^^)!

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
仮
装

に
も
お
す
す
め
で
す
！

「体験ワンダーランド」９月１６日 (日 )

忍者の技や狂言のセリフを覚え
たり、トイレットペーパーで
“森” をつくったり、
わくわくがいっぱい、遊び
づくしの１日でした ^^♪

「おたんじょうび会」９月４日 (火 )

お誕生月の１９人の
お友だちが集まって、
みんなでお祝いしま
した！
こどもはっちから
足型カード、かんむり、
おやつのプレゼント♪

「ただじゅんのおはやし劇場だだすこだんだん」９月 8日 (土 )

太鼓、お囃子、獅子舞、お祭り
気分になっちゃう楽しい
おはやし劇場。
なんと！会場のお父さんたちも
和太鼓に挑戦！！

「ミニミニこどもはっちオープン！」９月１２日 (水 )

修繕工事の間、
５階レジデンスB
でミニミニこどもはっちを
オープン♪
３０日まで開館しているので、
是非遊びにきてね♪


