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癒やしブース

プレパパママ応援ライブ、
抱っこ帯・おんぶ帯の実演、
豪華景品が当たる抽選会

　　　　　マタニティ記念フォト、

パパの妊婦体験、
マタニティ用品・新生児用品おさがり市

ロゼット作り、
アロマハンドマッサージ、
パルフェネイル、
命名書書き

プロカメラマン
による

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.jphttps://kodomohacchi.net

こどもはっちニュースレター
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04
2019発行元：こどもはっち　編集 , 漫画 , 挿絵：古口　楠浦 (Koguchi Nao)

※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 ) を一部参考にしています。

にこにこ広場
４月１９日 (金 )　
<※要予約 >
　予約開始日4/5( 金 )9：30~

４月７日 (日 ) 
１０時３０分～１１時３０分
会　場：はっち１階 はっちひろば
定　員：５０組（先着順）
参加費：無料
＜※要予約＞　随時受付中
  　　（定員になり次第締切）
ふたごさんとそっくりさん家族みんなで集まろう！
組み合わせは自由で、何才でも参加できます！
ご夫婦、親子、おじいちゃんおばあちゃんも、
是非ご参加ください。

★ふたごさん大集合！プラスそっくり家族も大集合！

４月１４日 (日 ) １０時 ～１５時　
会　場：はっち１階 はっちひろば
入場無料・予約不要
青森初！これからママ・パパになるご夫婦へ
贈るスペシャルイベント♫

★こうのとりプレママパパフェスタ

５月６日 (月祝 ) １０時 ～１３時
会　場：はっち１階 はっちひろば
定　員：親子４４組 (先着順 )
参加費：お子様１人２００円

＜※要予約＞　
　予約開始日４月５日 (金 )9:30～
　（定員になり次第締切）

ハイハイレース、つなひき、玉入れ競争など、
楽しい競技が盛りだくさん！パパママ、おじ
いちゃんおばあちゃんの競技もありますよ！

★ゴールデンウィーク　ファミリー運動会

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。

はちのへおもちゃ病院
４月２１日 (日 )　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
４月２１日 (日 )　
※予約不要・当日受付

どんぐりサークル
４月２４日 (水 )　
※予約不要・当日受付
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▼にこにこ広場、
　ファミリー運動会
　予約開始

▼親子３B 体操
　(4/17)
　予約開始

▼親子３B 体操
　(5/8)
　予約開始

▼親子３B 体操
　(5/15)
　予約開始

●にこにこ広場



おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

その他、定番商品、おすすめなど、
SNSやブログでご紹介しています！
オンラインでお買い物も♪
Online Store
くれよん８

New
Arrived!!
新商品

ママの体にやさしい機能
がいっぱいのベビーキャ
リア (抱っこひも )と、
かわいいデザインのよだ
れカバーです。
ともにラッキー工業株式
会社さんの商品です。

「HipSeat( 抱っこひも )¥10,000 ＆
　SuckCOVER(よだれカバー )¥1,000」

https://www.facebook.com/kureyon8/

くれよん公
式

３月のこどもはっち
Last Month on
Kodomohacchi

●「おたんじょうび会」
　３月１４日 (日 )
１６組のお友だちが参加し
てくださり、みんなでわい
わいお祝いしました♪次回
は４月に開催予定です☆

●「おひなまつり会」
　３月３日 (日 )
ひな菓子や白酒をいただき
ながら、桃の節句をお祝い
しました！「うれしいひな
まつり」のお歌も、みんな
上手でしたよー♪

●プレゼントキャンペーン
　当選者発表！
「はちすく通信プレゼントキャン
ペーン」の当選者を３月１日に発
表しました☆６０名の応募者の中
から８名のお友だちに絵本や玩具
が当たりました (*^^)

えほんのじかん・ミニ！

「まほうのカメラ」
作・絵：木曽 秀夫  （フレーベル館）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

魔女さんがまほうのカメラを持っているよ！
あ、ねずみさんが、くろねこにつかまりそう。
魔法のカメラで、パット・トッター！さて、
魔法のカメラでうつしたものは？くるまに
のった、ねずみさん。これなら、くろねこも
おいつけないね！
こんどは、うさぎさんが、ライオンに食べら
れそう。魔法のカメラで、パット・トッター！！
魔法のカメラがうつしたものは・・・
魔法のカメラはすごいね！！仕掛け絵本がとってもすばらしい、本をめく
るのがとっても楽しい絵本です。

【 親子 3B体操ってなーに？】
3B体操とは【ボール・ベル・ベルター】という3種類の “B” がつく
用具を使って行い、赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまでどな
たでもできる体操なんです！こどもはっちの3B体操ではベルを使用
し、親子でベルの上に乗ったり、身体を伸ばしたりとふれあいながら
体操ができます。パパや０才の赤ちゃんも大歓迎！見守り隊のスタッ
フもいるのでご安心ください★
また、リフレッシュになるのはもちろん、ママ同士の交流の場にもなっ
ているので春から八戸市にいらした方にもおすすめです♫
今年度も月1～ 2回、定期的に開催しますのでぜひご参加くださいね。
お待ちしております！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.13
スタッフによるコラム「あんなこと、こんなこと」第13回目は、
ママのためのリフレッシュ講座『親子3B体操』をご紹介します。

こどもはっちの先輩ママに学ぶ

毎年、
恒例のイベントに

参加して、写真を見返
すと１年ずつの成長が感
じられ、胸が熱くなります。
何気ない毎日を“思い
出”にしてくれる、
そんな存在のこどもはっち
です。
●I さん（２才）

妊娠中に１回目のプレパパママ教室に
参加し、生まれてくる子と遊ぶのを楽し
みにしていました！無事に産まれてくれて、
今では子どもも大好きになったこどもはっち。
こどもはっちに行くと大興奮で、帰るのが嫌！
というくらいになりました＾＾
スタッフさんも覚えてくれて、声をかけて下さる
のがとても嬉しいです。自分にとっても、
子どもにとっても大切な場所にな
りました。
●Kさん（１才）

あそびに夢中になりすぎて、

昼食の時間を大幅に
オーバー。いつもフラフラ
です (笑 )
●Mさん（４才）

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。

アンケートの
ご協力ありがとう
ございました！！

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

《第１回募集期間》
４月１日 (月 ) ～５月３１日 (金 )
みなさまのご応募、お待ちしております♪

①お名前（ニックネーム可）
②お子様の年齢
③お気に入りスポットの名称
④一言（紹介文や思い出のエピソードなど）

【メールの場合】
メールアドレス
「info@kodomohacchi.com」へ、
必要事項と写真ファイルを添付の上、
メール送信。

【LINE の場合】
アカウント名「こどもはっち (写真コーナー応募専用 )」
①LINE の「友だち追加」ページを開く。
②検索方法を「電話番号」に設定。
③「0178225822」と入力し、おともだち登録。
④トークルームにて、必要事項と写真ファイルを送信。

５月号から始まる新コーナー
「はちスポ」写真募集中！

ニュースレターに掲載
された方には、
うれしいプレゼント
がありますよ！市内や近隣町村のお気に入りスポットを紹介するコーナーです。

皆さんがお気に入りの場所で撮影した写真を大募集！
ニュースレターにてご紹介させて頂きます♫♫
必要事項を明記の上、メールまたは LINE でご応募ください。

はちスポって？

ぼく・わたしのオススメスポット

申込
方法

必要
事項


