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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

おすすめ
商品 カラフルなざりがにさん

たちがたくさん！
きみは何匹つれるかな？
あっ、トンネルのなかに
もかくれているかも！！
竿も２本ついているので、
２人でも遊べるよ＾＾

「ざりがにつり」

くれよん

¥2,500
Recommend it  !!

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.JUNE

06
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。

ふたごひろば
６月２日 (日 )　
<※予約開始日 >
5/19( 日 )9：30~

親子リトミック
６月５日 (水 )　
<※予約開始日 >
5/16( 木 )9：30~

にこにこ広場
６月１４日 (金 )　
<※予約開始日 >
5/31( 金 )9：30~

親子 3Ｂ体操
６月１９日 (水 )　
<※予約開始日 >
6/3( 月 )9：30~

プレパパ・
プレママひろば
６月３０日 (日 )　
<※随時予約受付 >

６月２３日 (日 ) １０時～１５時
会　場：はっち４階 こどもはっち内
参加費１００円 (こどもはっち入場料として )
予約不要
こどもはっちの
中に「グッド・
トイ」が登場！
おもちゃコンサ
ルタントもい
らっしゃいます
よ♪

★グット•トイ・ランド

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。　※予約開始日の記載があるイベントは要予約です。

はちのへおもちゃ病院
６月１６日 (日 )　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
６月１６日 (日 )　
※予約不要・当日受付

おたんじょうび会
6月 13日 ( 木 )　
※予約不要・当日受付
※対象6•7月生まれ

６月５日 (水 )～９日 (日 )
 ９時～２１時（※最終日は１６時まで）
会　場：はっち１階 ギャラリー１
入場無料
４月に開催した
「ふたご大集合！
プラスそっくり家
族も大集合」で撮
影したそっくり写
真を展示します！

★こどもはっち写真展

６月２６日 (水 ) １１時～１２時
会　場：はっち２階 シアター２
入場無料・予約不要
劇団風の子さんの八戸公演を開催します！
小さなお子様もぜひご参加ください。

★劇団風の子公演 ( どんぐりサークル合同企画 )
「山を越え川を越え～まほうのりんご～」

６月３日 (月 ) 
１０時３０分～１１時３０分
会　場：はっち４階 
　　　　こどもはっち内
参加費100円（こどもはっち入場料）
予約不要
県外出身のママや、転勤でいらした
ママ対象のサークルです！みんなで
集まって交流を楽しみましょう。

★転勤ママひろば
６月９日 (日 )
１０時３０分～１３時
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

６月２３日 (日 ) ９時３０分～１２時３０分
会　場：はっち４階 こどもはっち内
対象：ハンディキャップのあるお子さまとご家族
入場料：小学生以上１００円・予約不要
　　　　　（障がい者手帳・愛護手帳をお持ちの方は５０円）
発達にばらつきがある、集団がちょっと苦手な
お子様など、ハンディキャップを持っている
お子様とご家族のための特別開館日です。
車椅子の方もそのまま入場可能です。
※通常のご利用は１３時からとなります。
　皆様のあたたかいご協力をお願いします。

★オレンジデー

はっち休館日
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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
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●読み聞かせ

●読み聞かせ ●ふたごひろば

●プレパパ
　ママひろば
●ホコテン

●読み聞かせ

●読み聞かせ
★みんなの学校
　特別セミナー

●読み聞かせ★劇団風の子
「山を越え川を
　越え ~ まほう
　のりんご ~」

●おたん
　じょうび会

★縄文遠足

●親子
　リトミック
★こどもはっち
　写真展

●親子３B 体操

★おさがり
　掘り出し市

★オレンジデー
★グット•トイ•
　ランド
★みんなの学校
　上映会 & 講演会

★転勤ママひろば

●おもちゃ病院
●お茶会

▼親子３B 体操
　(6/19)
　予約開始

▼親子３B 体操
　(7/17)
　予約開始

●にこにこ広場

※●おたのしみ工作…６月は全ての土日に開催します
　(1,2,8,9,15,16,22,23,29,30)



5月のこどもはっちLast Month onKodomohacchi

●「GW中のこどもはっち」
　５月１日 (水 )～５日 ( 日 )
10連休のＧＷはこどもはっ
ちもスペシャルに！
工作では「カラフル時計」、
こども商店街では「たこ焼
き屋さん」が登場し、みん
なで仲良く遊びました♪

●「マタニティフォト展」
　５月１日 (水 )～６日 ( 月祝 )
４月１４日 (日 ) に開催した「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フォトを
展示しました。幸せ溢れるお写
真は市民のみなさんからもとっ
ても好評でしたよ！

●「ファミリー運動会」
　５月６日 (月祝 )
令和初の運動会は「ももたろうど
んぶらこ」や「ボールリレー」な
ど、新競技を含む13種目を行い
ました♫子どもたちだけでなく、
パパもママも大奮闘の楽しい運動
会となりました！

●「どんぐりサークル」
　５月２２日 ( 水 )
気持ちの良いお天気の中、三八
城公園で遊具や風車などで元気
に遊んでから南部会館まで
お散歩に♪
初めて入る南部会館に子どもた
ちは大興奮でした！

えほんのじかん・ミニ！

「なつのおとずれ」
作・絵： かがくい ひろし （PHP研究所）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

気象予報士のかたつむりさんが「つゆ明けは
もうすぐでしょう」と伝えると、その天気予
報を見ていたお日様が「そろそろみんなに知
らせないと」とテレビの前でつぶやきます。
するとメロンにスイカ、カブトムシにアイス
クリーム・ソフトクリーム、扇風機たちが…
「よんでるね」「そろそろ私たちの出番のようです」と猛スピードで走り出します。この走り出す時がなんと
も面白いんです！そこへ、蚊取り線香やとうもろこし、浮き輪も加わって嵐の中を走り過ぎ、ながしそうめ
んのじっちゃんに導かれ次々に流されて～真夏の太陽の下へレッツゴー！！梅雨明け待ち遠しいですね！！

【 こどもはっちのイベントってどんな感じなの？】
皆さんご存知のとおり、こどもはっちでは、年間を通して様々なイベン
トを開催しています！８年間で開催したイベントを数えてみると、なん
と400回以上開催していました！（工作や読み聞かせを含めるともっ
と多くなります！）
数年前までは、定員まで達することの方が少なかったこどもはっちのイ
ベント。最近では申込開始後、あっという間に定員に達します。お断り
させて頂く時は本当に申し訳ない気持ちになります。毎月、毎年かかさ
ず参加してくださる方が増えたことも嬉しいですし、家族同士が繋がっ
て仲良くなっている様子を見ると、本当に嬉しいです。
こどもはっちのイベントは、０才から参加できるイベントが殆ど。小さ
な時から参加することで、将来、学校行事へ参加する時の練習にもなり
ます。さらに、先輩家族の様子を見て、「あのママの言葉がけ、すばら
しい！真似してみよう！」と子育ての参考になる場面もあるはずです。
令和元年であり、八戸市市制施行90周年の今年、たくさんのイベント
を開催していきますので是非参加してみてくださいね♪

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.１５
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。

しのびよるかげ・・・

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

月1の行事に参加していると
「去年はこうだったよね ...」
と写真を見返す楽しさがあり、こども
はっちの思い出と共に子どもたちの成長
を感じることができて嬉しいです。
　★ Sさん (2 才 )

初めて立ったのがこども
はっちでした！（トンネルの辺りで）
　★ Hさん (1 才 )

おもちゃが沢山あって娘はいつ
も楽しそうに遊んでいます。
最後にいつも頂けるおりがみ
のプレゼント。
季節のものを作ってくれるので、
おうちにかざっています。
★ Nさん (0 才 )

ぼく・わたしのオススメスポット

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、スポットの写真
④一言（紹介文や思い出のエピソードなど）

【メールの場合】
「info@kodomohacchi.com」必要事項と写真を送信

【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、必要事項と写真を送信。

応募は

メール
or
LINE

必要
事項

正子のチューリップ園 (五戸 )
新米 E’ s ママ さんのおすすめ (0才 )
たくさんの種類のチューリップが植えられて
いて、グラデーションが素晴らしいです。
見頃は 5月中旬～下旬のようです。

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。

掲載者にはプレゼントも♫

まだまだご応募お待ちしています！


