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こどもはっちニュースレター
2018.DECEMBER

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。

★グッド・トイランド
１２月８日 (土 )・９日 (日 ) １０時～１６時　
会場：はっち４階 こどもはっち内
参加無料 (入場料別途 )・予約不要
こどもはっちにグッド・トイがやってくる！
目新しい玩具が勢ぞろい (*^^)
当日は、おもちゃコンサルタントが遊び方を
優しく教えてくれます。

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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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

《年末年始のお知らせ》
12 月２９日～１月１日までは、 年末年始のため休館いたします。
１月２日 ・ ３日は１０時から開館となります。
お間違えのないようご注意ください。

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●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

★グッド ・
　トイランド
●おたのしみ工作

★オレンジデー
●おたのしみ工作
●親子でお茶会

●ふたごひろば
●おもちゃ病院
●おたのしみ工作

★クリスマス会
★親子で学ぶ
　株式のしくみ

★Kirakira
　ハンドベル
　演奏会

▼クリスマス会
　(12/23)
　予約開始

●おたんじょう
　び会 (12.1 月
　生まれ )

●親子 3B 体操

▼にこにこ広場
　(1/18)
　予約開始

天皇誕生日

振替休日
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★オレンジデークリスマス！
１２月１６日 (日 ) 
９時３０分～１２時３０分　
会場：はっち４階 こどもはっち内
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！
当日はクリスマスの読み聞かせや、クリスマス工作
もあります。
※通常のご利用は、１３時からとなります。
あたたかいご協力をお願いします。

★こどもはっちクリスマス会
１２月２３日 (日 ) 
１０時３０分～１２時
会場：はっち１階 はっちひろば
参加費：こども１人２００円
<要予約 >
予約開始日 (定員になり次第、締切 )
  12/3( 月 )9：30～

みかお姉さんと
　リスさんの
　ミニコンサート
ミニマジック
ハンドベル演奏
今年は空飛ぶ○○が登場！？
さらに！みんな大好きサンタ
さんが、楽しいおはなし会を
してくれますよ！

★Kira Kira ハンドベル演奏会
１２月２４日 (月祝 ) 
１１時～１１時３０分　
会場：はっち４階 こどもはっち内
参加無料 (入場料別途 )・予約不要

八短の学生さんによるハンドベルコンサート♪
すてきな音色をプレゼント (*’ω’ *)
出演：八戸学院大学短期大学部 中嶋ゼミ

★株ってなあに？親子で学ぶ株式のしくみ
１２月２３日 (日 ) 
１３時３０分～１５時
場所：はっち１階 はっちひろば
参加費無料
<要予約 >
予約開始日 (定員になり次第、締切 )
  11/30( 金 )9：30～

冬休みの自由研究や自主学習
におすすめ☆
アニメを見ながらゲーム感覚
で学ぼう！
「株主王」になるのはきみだ！

定 番
イ ベ ン ト
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。

●親子３B体操
１２月１２日 (水 )
※要予約（11月 27日～受付）

●おたんじょうび会
１２月１３日 (木 )
※当日受付

●親子でお茶会
１２月１６日 (日 )
※当日受付

●大人のためのおりがみ講座
１２月２０日 (木 )
※要予約（随時受付）

●おもちゃ病院
１２月９日 (日 )
※当日受付

●どんぐりサークル
１２月５日 (水 )
※当日受付

●ふたごひろば
１２月９日 (日 )
※要予約（11月 25日～受付）
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えほんのじかん・ミニ！

「おおきなツリー・ちいさいツリー」
作・ロバート・バリー /訳・光吉夏弥
（大日本図書）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

もうすぐクリスマスです。ウィロビーさんのお屋敷に
大きなクリスマスツリーが届きました。
ところが、ロビーの天井に先がつかえてはいりません。
先を切ってこまづかいにあげました。でもやっぱり
先っぽが大きくて・・・
クリスマス時期にぴったりの優しい気持ちになる絵本
です！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.9
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９回目は、こどもたちみんなが楽しみにしているイベント、
クリスマスがテーマです。

ジングルベルの音楽が街にこだまするこの季節。
最近は、お家の中だけでなく外観をイルミネーションで
彩っているお家も多くなり、私たちをロマンティックな
気持ちにさせてくれますね。
クリスマスは親子で一緒にツリーを飾ったり、ケーキや
お料理を作ったり、プレゼントを選んだり (これはサン
タさんのお仕事でしたね !) と、子どもたちとの時間がい
つもより増えることでしょう。ご家族で素敵なクリスマ
スをお過ごしください。
　今年の締めくくりとなる “こどもはっちクリスマス会”
では、１年間の感謝の気持ちを込めて、スタッフによる
ハンドベル演奏やマジックなど盛りだくさんでお届けし
たいと企画しています。
ちょっぴり心配なところもありますが、どうぞ温かく見
守って応援してくださいね。
今年も一年間ありがとうございました。

【 もうすぐ、クリスマス 】

クイズだよ。
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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

「ペイントシューズ」

お花柄のかわいいペイントシューズです！
親子で履いてもかわいいですよ (^_^)
室内履きにもおすすめ！！

ひとつひとつが
オリジナル！

プレゼント包装や
遠方への発送も承ります！
大切な人の贈り物に、
ぜひご利用ください

11 月 の
こ ど も は っ ち
11 月 の
こ ど も は っ ち
Last month on Kodomohacchi

「パパといっしょにリトミック」
１１月３日 (土祝 )

パパと一緒に
「こんこんく
しゃん」「エ
ビカニクス」
「どうぶつた
いそう」など
のリズム
遊びや、和音
あてや、イン

ディアン遊びなどの表現遊びを楽しみました！
パパたちもノリノリで参加してくださいました！

「いちごマルシェ -いちご大福づくり -」
１１月１７日 (土 )・１８日 (日 )

八戸いちごを
つかってさま
ざまなスイー
ツを作るイベ
ント。こども
はっちでは甘
酸っぱくて
美味しい “い
ちご大福” づ
くりを開催！

２日間で５００名の親子が参加し、出来立てのおい
しさを喜んでくださいました＾＾

「おやこでいっしょにたいこでドン！」
１１月３日 (土祝 )

鼓々組さんが
かっこいい和
太鼓パフォー
マンスを
披露してくれ
ました (*^-^*)
子どもたちも
演奏に挑戦！
初めて和太鼓
を見る子、

初めて和太鼓をたたく子が多かったですよー！

「秋冬物！おさがり掘り出し市」
１１月１１日 (日 )

今回過去最多
1200名が来
場しました。
無料提供では
利用者のパパ
ママや市民の
方からたくさ
んご協力を頂
きました。

ありがとうございました。


