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こどもはっちこどもはっち

おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

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

フェルトで作った、アイス
キャンディーです！フルー
ツに、チョコミントなど、
思わず食べたくなっちゃい
ますよ♬アイスやさんごっ
こを楽しんでくだい！棒が
スポっと抜けますよ！！

「アイスキャンディー屋さん」

くれよん

・6 本セット　  ¥1,500 
・ばら売り 1 本 ¥　250～

※セットアイスの種類は
　写真と異なる場合が
　あります。

へ
い

ら
っ
し
ゃ
い
！

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
2019.MAY 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。
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親子3B体操
５月８日 ( 水 )・１５日 (水 )　
<※要予約 >予約開始日 
  8 日→  4/18( 木 )9：30~
15 日→4/22( 月 )9：30~

６月９日 (日 ) 
１０時３０分～１３時００分
会　場：はっち１階 はっちひろば
入場無料・予約不要
愛情たっぷりのおさがり服の無料
提供コーナーや先輩ママによる
フリーマーケットもあります！

★おさがり掘り出し市

定番イベント

はちのへおもちゃ病院
５月１９日 (日 )　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
５月１９日 (日 )　
※予約不要・当日受付

どんぐりサークル
５月２２日 (水 )　
※予約不要・当日受付

にこにこ広場
５月１７日 ( 金 )　
<※要予約 >予約開始日
　　5/3( 金 )9：30~

プレパパプレママひろば
５月２６日 ( 日 )　
<※要予約 >随時受付

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。

[ こどもはっち写真展 ]
５月１日 (水 )～５月６日 (月祝 ) 
９時～２１時 ※最終日は 16:00 まで
会　場：はっち１階 ギャラリー１
入場無料・予約不要
「こうのとりプレママパパフェスタ」で撮影した
マタニティー記念フォトを展示します！

[ こども商店街 ]
５月３日 (金 )～５月５日 (日 ) 
９時３０分～１６時３０分
会　場：はっち4階 こどもはっち内
参加費無料 (入場料別途 )・予約不要
大人気の「こども商店街」が登場！
おすし屋さんごっこを体験できますよ♫

[ スペシャル工作デー ]
５月３日 (金 )～５月５日 (日 ) 
①１１時００分～１１時４５分
②１３時３０分～１４時３０分
会　場：はっち4階 こどもはっち内
参加費無料 (入場料別途 )・予約不要
腕につけられるサイズのカラフル時計を
作ります！小さいお子様もぜひご参加ください。

★こどもはっちのゴールデンウィーク

フリマ出店者募集 ( お電話にて受付 )

申込期間：5月 1日 ( 水 )～9日 ( 木 )
参加費：500円 ( 抽選 12組 )
※抽選で選ばれた方には、
　5/13( 月 )10:00 よりご連絡いたします。

無料提供品募集 ( こどもはっちにて受付 )
引取り期間：5月１３日 (月 )～３１日 (金 )
● 衣類：春夏物で新生児～120cm
　  靴   ：18cmまで
※おさがりとして着られる綺麗な状態のものの
　ご提供をお願いします。あらかじめサイズ別
　に分けてくださると大変助かります。

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

新天皇即位

振替休日

国民の休日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日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 29 30

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★こども商店街
★スペシャル
　工作デー

★親子
　うんどう会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパプレ
　ママひろば
●ホコテン
●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

●親子３B 体操

★こどもはっち
　写真展
　(～5/6)

●親子３B 体操 ●おもちゃ病院
●お茶会
●おたのしみ工作

▼リトミック
　(6/5)
　予約開始

●にこにこ広場

６月開
催予告

！



【 令和の空をおよぐ鯉のぼり】

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.14
こどもはっちのスタッフが月替わりで想いを綴るコラムです。

皆さんこんにちは！５月と言えば節句の
お祝いですね。
先日、ショッピングセンターの５月人形
のコーナーに、兜と並んで、鯉のぼりが
元気に空をおよぐ様のお飾りがとってもリアルでビックリしました。
昔は、男の子が生まれた家庭の庭やベランダに、大きな鯉のぼりが上がっ
ていましたが、今はあまり見かけませんね！ とはいえ、時は令和になろ
うとも、健やかな子どもの成長を願う気持ちはかわりません。５月の青
空を見上げ、「世界の子ども達がみんな幸せになりますように！」

4月のこどもはっち

●「ふたご＋そっくり家族大集合」
　4月 7日 ( 日 )
ふたごさんと、お顔が似ているそっくり家族のみ
なさんで集まって、ゲームや抽選会を行いました！
得意芸コーナーでは「おかぐら」や「パプリカの
ダンス」を披露してくれたお友達もいました♫
息がぴったりでとっても可愛かったです！

●「おたんじょうび会」
　4月１１日 (木 )
4 月・5月生まれのお友達20組が集まりました！
リニューアルした「ケーキ冠」♫
みんなとっても可愛らしかったです♡

●「こうのとりプレママパパフェスタ」
　4月１４日 (日 )
これから出産を迎えるプレママパパさんと、子育てを
がんばっているママパパさんを応援する県内初開催と
なったイベント！
パルフェネイルやアロママッサージなどの癒しブース
の他、応援ライブ、おさがり品の無料提供コーナー、
マタニティ記念フォト撮影など盛りだくさんなブース
が登場♪ご夫婦や親子で様々なブースを体験されてい
ましたよ♡
おさがり品のご寄付にご協力してくださった皆様、本
当にありがとうございました。

Last Month on Kodomohacchi

八戸市・三八城公園
Miyagi Park
たいちの母 さんのおすすめ (3才 )

おいらせ町・アグリの里おいらせ
Village of Agri in Oirase
うさぎさん大好き さんのおすすめ (2才 )
おいらせ町にある、観光農園です。
イチゴ狩りやバイキングレストラン、足湯、そば打ち体験、
物産館、産直、熱帯果樹園では(青森県産)バナナやパイナッ
プルが成っているのが見れます。なんでもアリです。
ウサギやポニー、ヤギにエサをあげたりもできるので、今
はすっかりうさぎさん大好きになり、ウサギ小屋の前で
ピョンピョン跳びはねています (^ ^)はっちから徒歩10分・春は桜が綺麗

みんなのお気に入りの場所は？
どこでよく遊んでる？みなさん
から投稿いただいたオススメス
ポットをご紹介します。
（）内はお子さんの年齢です。

まだまだ
募集中！

えほんのじかん・ミニ！

「せんろはつづく」
文：竹下文子
絵：鈴木まもる  （金の星社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

子どもたちは乗り物が大好きですね！
絵本にも乗り物を題材にした作品がたく
さん出ています。働く車や乗り物の絵本、
写真絵本も人気です。今回は、ロングセ
ラーの絵本のご紹介です！
「これなーんだ？」「せんろだよ」子ども
たちが木の板を順番に並べていき、線路
をどんどん作っていきます。
山があったらトンネルを掘り、川があったら鉄橋を作り、道にぶつかった
ら遮断機を付け踏み切りに！大きな池があったら、回り道して、どんどん
線路を作っていきます。やがて、線路が丸く一周した所に駅を作りました。
みんなで頑張って作った線路に列車を走らせ、みんなで楽しく出発進行！！

あれ…、年々忙しくなる気が…

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。

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
七夕の時、偶然サークルをやっ
ていて参加しました。
衣装を着て写真撮影、大きい
ゼリーにとてもびっくり
して楽しかったです。
　★ I さん (３才 )

こどもはっちと娘の誕生日は一日違い。
ここは娘のお気に入りの場所です。
ハイハイを始めて、たっちして、
ニコニコ笑っているだけの娘は、
いつしか、ままごとが出来たり、
絵本が読めるようになったり、
私にとっても娘の成長を感じられる場
所です。
　★ I さん (７才 )

ここで出会ったママさんと、
長いお付き合いができる
お友達になりました。
　★ Kさん (２才 )

ぼく・わたしのオススメスポット


