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こどもはっちニュースレター
2019.MARCH

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

29 30 31

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

春分の日

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★おひな
　まつり会

●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

★はっち広場で
　『ぷれぱく』
●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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おもちゃ病院
●お茶会
●おたのしみ工作

▼親子 3B 体操
　(3/20)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(3/15)
　予約開始

●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

３月3日 (日 ) 
①１０時３０分～　②１０時４５分～
③１１時００分～　④１１時１５分～　
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
定　員：各回先着１０名
参加費：お子様１人５０円 (入場料別途 )
予約不要

こどもはっちの七段飾りの前に座って
白酒やひなあられを食べながらお祝いしましょう♬

★おひなまつり会
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定番
イベント

●にこにこ広場
　３月１５日 (金 )
※要予約 (3 月 1日～受付 )

●おもちゃ病院
３月１７日 (日 )
※予約不要

●おたんじょうび会
３月１４日 (木 )
※予約不要
対象：２月 ,３月生まれのお子様

●親子でお茶会
３月１７日 (日 )
※当日受付

●親子3B体操
３月２０日 (水 )
※要予約 (3 月 4日～受付 )

●どんぐりサークル
３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。

３月２４日 (日 ) １０時～１３時
会　場：はっち１階 はっちひろば
入場無料・予約不要

紙コップでワクワクランドを作ろう！
新聞プールやリアル魚釣りもあるよ。
大学生・高校生のお兄さんお姉さんと一緒にあそぼ！
小学生も遊べるよ！

★はっち広場で『ぷれぱく』

こどもはっち公式 ← QR コードより
「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。※こちらは「こどもはっち」の LINE@です。

　おもちゃハウスくれよんの LINE@は P4 をご覧ください！
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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 入園・入学シーズン到来です！

園や学校に必要なレッスンバックや
ズック入れはもうおそろいですか？
くれよんでは、かわいいバックを
ご用意しております。
膝あてもございます！

おもちゃハウスくれよん
公式 LINE@好評配信中です！

「レッスンバック・上履きいれ」
一つ一つが
オリジナル！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.1２
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１２回目は、くれよんスタッフからのお願いです。

【 おもちゃハウスくれよんからのお願い】
こんにちは。おもちゃハウスくれよんでは、作家さんやスタッフと相談しながら、今までに
たくさんの手作りおもちゃなどを作ってきましたが、そろそろネタ切れです (^^ ; )

「こんな手作りおもちゃが有ったらいいのにな」
「こんな商品が有ったら便利なのにな」
と思ったことをお聞かせ下さい。
また、今ある商品の中でも
改良点等の御意見が有りましたら
お聞かせ下さい。
御待ちしてま～す。

そこで、子育て中の
ママ達！
アイデアを下さい！！

公
式

えほんのじかん・ミニ！
「しょうがっこうへいこう」
作・斉藤　洋  
絵・田中　六大（講談社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

小学校へは、稚園に行っている時みたいに朝まっていても
もうバスはきません。
他の1年生や上級生たちと歩いて行きましょう！！途中
いろんなものが見つかるかも！
朝、朝礼がときどきあります。校長先生のお顔をしっかり
覚えましょう！

この絵本は、小学校まで
の道が迷路になっていた
り、途中、間違いさがし
をしたり、なぞなぞや、
しりとりゲームをしなが
ら楽しく小学校ってどん
なところかを学べる絵本
です。
4月から新一年生にぴっ
たりの絵本ですよ。
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2月のこどもはっち
Last Month on
Kodomohacchi

●「まめまき会」２月３日 (日 )
赤鬼さんと青鬼さんがこどもはっ
ちにやって来た！！子どもたちは
泣きながらも頑張って豆をまきま
した。最後は仲良くなって、一緒
に「おにのパンツ」を踊ったよ☆

●こどもはっちは８周年
　を迎えました！
こどもはっちは２月１１日で８才
になりました！その日８８人目の
来場者となった親子には記念品を
贈呈♪くす玉割りやお誕生日のお
はなし会にもたくさんの親子が参
加してくださり、みんなでお祝い
することができました！

●新しいおもちゃが登場！

●「ふたごひろば」２月１０日 (日 )
ふたごちゃんのおひな祭り会を開催！
白玉をこねこねしたり、まるめたり、、
みたらし団子を作りました！
みんなで食べると美味しいね♪

はちすく通信キャンペーンで
寄せられた、みなさんの思い
出エピソードをご紹介します。
（）内はお子さんの年齢です。

Yさん（４才・２才・０才）

おままごとコーナーで
「お母さんは座ってて」と言って、
１人でごちそうを作ってくれました。
嬉しかったです。

バスでこどもはっちに遊びに
来ています。
ちょっと遠足気分になるの
か、家を出る時からとても
楽しみにしています。
そして、こどもはっちでお友だ
ちが出来たので、また会えるの
を子どもも楽しみにしています。

先日の豆まき。
４才、２才の我が子がガクガク

震えていた姿が印象的でした。
そのあと、赤鬼さんに「いい子だ、
いい子だ」と言ってもらえ、
「おやつをもらったー」とケロリと楽
しい思い出に変わっていました。
子どもの素直さにキュン。

F さん（３才）

Oさん（５才）
素敵なエピソード、
ありがとうございます！！

こどもはっち de
思い出エピソード
こどもはっち de
思い出エピソード

ちょっとだけゴロンとさせて


