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こどもはっちニュースレター
2019.FEBRUARY

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。

2月 3日 (日 ) 
①１０時３０分～１１時
②１３時３０分～１４時　
会　場：はっち４階 こどもはっち内
対　象：就学前のお子様を持つ親子
参加費：お子様１人１００円 (入場料別途 )
予約不要
節分は家族みんなで豆まきを楽しもう！
赤鬼さん＆青鬼さんもやって来る！

★まめまき会

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

はっち休館日

mon tue wed thu fri sat sun
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

建国記念
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

★こどもはっち
　まめまき会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★こどものまち
★ひなまつり
★オペレッタ上演
★おもちゃ病院

●親子 3B 体操 ●大人のための
　おりがみ講座

★８周年
　おはなし会
　＆工作

●どんぐり
　サークル

●プレパパママ
●ふたごひろば
●おたのしみ工作

●お茶会
●おたのしみ工作

▼親子 3B 体操
　(2/20)
　予約開始

●にこにこ広場
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２月２４日 (日 ) １０時～１３時　
会場：八戸市公会堂エントランスホール
参加無料・予約不要
おひな様・おだいり様になりきって、
ひな壇の上で記念撮影☆
お持ちのカメラ・スマホで撮影してください！

２月２４日 (日 ) １０時～　
場所：八戸市公会堂文化ホール
入場無料・予約不要
短大のお兄さん・お姉さんが大活躍！
ミュージカル、歌、ダンス、手遊び、、
たのしいことがいっぱい♬

定番
イベント

★八戸学院大学短期大学部による
　オペレッタ上演

★なりきりひなまつり

２月２４日 (日 ) １０時～１３時　
会場：八戸市公会堂エントランスホール
参加無料・予約不要

★はちのへおもちゃ病院

<※修理について※>
・お一人様１点までとさせていただきます。
・部品交換をした時など実費 (５０円～３００円 )
　かかる場合があります。

おもちゃドクターが壊れた玩具の修理を行います！

第14回はちのへこどもフェスタ（「はちのへこどものまち」は定員となり、締め切りいたしました）

●にこにこ広場
2月 8日 ( 金 )
※要予約 (1 月 25 日～受付 )

●プレパパママひろば
2月１０日 (日 )
※要予約 (随時受付 )

●ふたごひろば
2月１０日 (日 )
※要予約 (1 月 27日～受付 )

●親子でお茶会
2月１７日 (日 )
※当日受付

●親子3B体操
2月２０日 (水 )
※要予約 (2 月 4日～受付 )

●大人のためのおりがみ講座
2月２１日 (木 )
対象：支援者
※要予約 (随時受付 )

●どんぐりサークル
2月２７日 (水 )
※当日受付

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。
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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

「子馬ちゃん (えんぶりバージョン)」

くれよんの人気商品「子馬ちゃん」
が烏帽子をかぶって登場です！！
えんぶりシーズンの限定品です。

こ ま

各色 ¥1500

おもちゃハウスくれよん
公式 LINE@好評配信中です！

公
式

えほんのじかん・ミニ！

「おなかのなかにおにがいる」
作・小沢考子 ／ 絵・西村達馬（ひさかたチャイルド）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

今日は節分。豆まきで使うおにの
おめんを作っているところです。
おや、あっちゃんは、おにのおめ
んを空色にぬっています。じつは、
あっちゃんのおなかの中におにが
いてね、色が空色なんですって！
ふうちゃんは、黄色に、なつこちゃ
んはもも色にぬりました。
みんなのお腹の中のおにの色で
す！くいしんぼう鬼に、めんどく
さがり鬼、へそまがり鬼！！
「おにはーそと」みんな、退治で
きるといいね (^^)/

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.11
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１１回目は、子供を通じて出会うママ友達についてです。

【 私の大切な友達 】
今から14年前の冬、当時1歳半の長男を連れて八戸へ引っ
越してきました。
東北地方に住むのが初めての私・・あまりの寒さと知り合い
のいない寂しさから、落ち込むことが多くなりました。
そんな私を救ってくれたのが、4月から長男が入園した、園
のママ友達たちでした。他所から来た私に遊び場、お勧め品
などを教えてくれて、夏は家族ぐるみでバーベキュー、冬は
クリスマス会、子供たちとわいわい楽しく過ごしとても良い
思い出になっています。
あの時、友達がいてくれたから、今こうしてすっかり馴染んで楽しく暮らすことが出来ています。
子供たちを通して知り合ったママ友達は、私にとって大切な友達です！！

続・6歳のお店やさんごっこ
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はちすく通信 (メールマガジン)プレゼントキャンペーン

1月のこどもはっち
Last Month on
Kodomohacchi

【応募条件】
はちすく通信に登録している方

【応募方法】（どちらかでご応募ください）

こどもはっちに設置している応募用紙の必要事項を
記入し、抽選箱に入れてください。

本文にアンケート内容を記載しご応募ください。
宛先➡  info@kodomohacchi.com

２０１９年２月１日 (金 )　　２月２８日 (木 )

【結果発表】3月 1日 ( 金 ) 午前中
（当選者には電話でご連絡いたします）

2 月 11 日は、はっち８才のお誕生日！
こどもはっちも８周年を迎えます (*^▽^*)
「はちすく通信」に登録するとプレゼントがもらえるかも♪♪
既に登録している方も、もちろん応募OK！

【必要事項＆アンケート】
①名前 (保護者・お子様 )
②お子様の年齢
③電話番号
④はちすく通信に登録しているメールアドレス
⑤こどもはっちの利用頻度
⑥こどもはっちでの思い出エピソード（ニュースレターでご紹介）
⑦今後どんなイベントがあったら参加してみたいか
⑧こどもはっちにあるおもちゃ、絵本などは満足いただけましたか？
1大変満足　　2まあまあ満足　　3ふつう　　4あまり満足でない　　5全然満足でない
⑨こどもはっちの職員の対応はいかがですか？
1大変満足　　2まあまあ満足　　3ふつう　　4あまり満足でない　　5全然満足でない
⑩ご意見・ご感想 (一言でもよろしいのでお願いします！ )

名に豪華賞品を
プレゼント！

登録がまだの方はこちら→
QRコードを読取り、
[p-kodomohacchi@s.nowgetta.com]に
空メールを送信し、登録してください。
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●「おもちつき会」
１月１３日 (日 )
こどもはっち毎年恒例行事の
「おもちつき会」。「おもちをつ
くのは楽しかったけど、(きね
が ) 重かった～」「つきたての
おもちは美味しいですね！」と
参加者の皆さんから喜んでいた
だきました。

●こどもはっちにおか
ぐらがやって来た！？
こどもはっちに来ていたお
客さん・スタッフ全員の頭
をかんでくれました！5才
の可愛いおかぐらちゃんの
おかげで、とても楽しいお
正月を迎えられました＾＾

●こどもはっち
のおひなさま
こどもはっちの中
に、おひなさまの
七段飾りが登場！
３月３日まで展示
しますよ～♪

※写真は昨年の賞品の一部です。
　賞品は選べません。

応募はかんたん！
ミニアンケートに

答えよう！

何が当たるかは
おたのしみに♬


