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こどもはっちニュースレター
2018.NOVEMBER

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。

★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
こどもはっちに寄せられた子ども服の無料提供、
先輩ママのフリマを同時開催！
安くてかわいい掘り出しものがいっぱいです (*^-^*)

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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★人形劇団
　ひぽぽたあむ
　公演

★パパとリトミック
★たいこでドン！

★いちごマルシェ

★はっち市
●おたのしみ工作●おたのしみ工作

●大人のための
　おりがみ講座

●おたのしみ工作

●親子 3B 体操

※はっち市に伴い 11/22( 木 ) ・ 11/26( 月 ) は全館休館となります。
　また　　　　の期間はこどもはっち開館時間を変更いたします。

…はっち市期間中の
　こどもはっち開館時間

11/23( 金祝 )12 時 -18 時
11/24( 土 )　10 時 -18 時
11/25( 日 )　10 時 -16 時 30 分

●親子 3B 体操
★こどもはっち
　美術館
　11/11 まで

★おさがり市
●おもちゃ病院

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼にこにこ広場
　(11/16)
　予約開始

●にこにこ広場
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こいぬの兄妹
チップとチョコ

１１月１０日 (土 )
１１時～ (上演時間４0分 )　
会場：はっち5階 共同スタジオ
参加無料・予約不要

　おやこでいっしょにたいこでドン！
１１月３日 (土祝 ) 
１３時３０分～１４時３０分　
会場：はっち2階 シアター 2
入場無料・予約不要
鼓々組（ここぐみ）さんによる
大迫力の和太鼓パフォーマンス
＆親子和太鼓体験！

　こどもはっち美術館
　～みんなの好きなもの～

１１月７日 (水 ) ー１１日 (日 )
７-１０日  ：１０時～２１時
１１日のみ：９時～１７時　
場所：はっち1階 ギャラリー 1
入場無料・予約不要
“わたしのすきなもの” をテーマに子ども
たちが製作した水彩画を展示します。
「親子水彩画教室」に参加してくださった
子どもたちの素敵な作品です！

★はっち市
１１月２３日 (金祝 ) ー２５日 (日 )　
会場：こどもはっち内
予約不要

★八戸いちごマルシェ
～八戸いちご大福づくり体験会～
１１月１７日 (土 ) ー１８日 (日 )
各日１２時～ /定員 250名 <先着順 >　
場所：はっち5階 共同スタジオ
参加無料・予約不要
「いちごマルシェ」は八戸いちごを使って、
おいしいスイーツを作るイベント！
こどもはっちでは “いちご大福” 作りを行い
ます♪
※整理券の配布は１１時３０分～です。

３日間限定の楽しいブースがいっぱい！！
●射的（１回３発５０円）　　
●魚つり（１回１００円）
●ちぢみっこ（１回５０円）　
●おたのしみ工作　
●こども商店街

好きなコーナーで随時遊ぶことができますよ (*^^)

めげないあきらめない。大丈夫。自分を信じ
て生き抜く力はどこで育つのだろう。大人が
観守るってどういうこと？！小さな人形たち
が問いかけます。
(出演：人形劇団ひぽぽたあむ )

Event１

Event２ Event３

こ
ど
も
は
っ
ち
文
化
週
間

昨年のこども商店街の様子
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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

●親子３B体操
１１月　７日 (水 )
※要予約（10/22 ～受付）

●にこにこ広場　１１月１６日 (金 )
※要予約（11/2 ～受付）
●にこにこ広場　１１月１６日 (金 )
※要予約（11/2 ～受付）

●おもちゃ病院　１１月１１日 (日 )
※予約不要・当日受付
●おもちゃ病院　１１月１１日 (日 )
※予約不要・当日受付

　１１月１４日 (水 )
※要予約（10/29 ～受付）

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.8
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8回目は、こどもはっちスタッフ研修＠秋田県由利本荘市の
様子をお伝えします。

先月こどもはっちスタッフの研修会があり、鳥海山の麓にある
「木のおもちゃ美術館」へ行ってきました。八戸から車で片道約４時間。
山々の景色や道の駅を満喫しながら無事到着！
「木のおもちゃ美術館」はこどもはっちと同じデザイナー砂田氏がプロ
デュースした施設です。廃校をそのまま利用しているので、玄関や教室
の雰囲気が懐かしい気持ちになります。

木のぬくもりがたっぷりで、森の中を冒険しているような気持ちで遊べる
美術館でした。

【 冒険がいっぱい！木のおもちゃ美術館 】

★こどもはっちでも大人気の木の
ボールプールもありました！丸い
ボールの中に “どんぐり” が混ざ
っていました。

★元々体育館だった場所は、大き
な秘密基地のような空間。中央に
は山小屋や巨大タワーがあって、
別世界のようでした。

昼食は今話題の
「ダムカレー」
を食べてきましたよ♪

もはやトレーニング。
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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

「防寒グッズ」レッグウォーマー、マフラーなど
¥1,000～

肌寒くなってきましたね！マフラーやレッグウォーマーなどで、
かわいくオシャレに防寒対策しましょう♪

お
求
め
や
す
い
価
格
で

　
　
と
っ
て
も
可
愛
い
！

Last Month On 
KODOMOHACCHI

10 月の
こどもはっち

「おめめとおてて展 in こどもはっち」
１０月７日 (日 )

新聞紙を使った
テント作りや、
身近にある白い
“もの” だけで
作品を作るなど、
遊びながらアート
を楽しむイベント
を開催しました。

「おたんじょうび会」
１０月１１日 (木 )

１０月・１１月
のお誕生日会！
１才～４才まで
１７人のお友だち
が集まってくれ
ました。次回は
１２月に開催予定
です (*^-^*)

「こどもはっちでキックオフ」１０月１４日 (日 )
１００名の子ども
たちが参加し、
ミニミニサッカー
大会を開催！
子ども達の積極的な
プレー＆ひたむきに
ボールを追いかける
姿が素晴らしかった
です！

「ピッコロ・サーカス」１０月２０日 (土 )
マチニワにサーカ
ス団「クラウン・
ファミリー」が
やってきた！
ピエロさんの背が
ぐーーーんと伸び
たり、びっくりする
場面がたくさんある
楽しいサーカスで
した (*’▽’ )

えほんのじかん・ミニ！

「心ってどこにあるのでしょう？」
作・こんのひとみ /絵・いもとようこ
（金の星社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

みなさんは、心はどこにあると思いますか？
胸がドキドキするから、お胸にあるのかな？
嬉しいことがあると体中に力が湧いてくるから、
心はいろんなところにあるのかもね！！
下記サイトで試し読みもできます。
[ www.imoto-yoko.co.jp/newbook/
  newbook.html ]


