
公
式

公
式Webページ

こどもはっちこどもはっち
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.July 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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７月２日 (火 ) １０時３０分～
会　場：はっち４階 こどもはっち内
参加費：100円（入場料として）・予約不要

★デリオンとあそぼ！

転勤ママひろば
７月２日 (火 )　
※予約不要・当日受付

スペシャルにこにこ広場
７月１２日 (金 )　
※予約不要・当日受付

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。

親子3Ｂ体操
７月１７日 (水 )　
<※予約開始日 >6/24( 月 )9：30~

７月３日 (水 ) １０時～１２時
会　場：八戸市総合福祉会館 (八戸市根城 )
入場無料・予約不要

手形スタンプ、
さかなつり、バ
ルーンコーナー
などなど…デリ
オンくんとみか
おねえさんと
歌って踊ろう♪

★キッズフェスティバル

７月７日 (日 ) １３時～１４時（※12 : 45 開場）
会　場：南郷文化ホール
定　員：４５０名（先着順）
入場無料・予約不要

七夕にみか
ちゃんや森の
なかまたちが
大集合！みん
なで歌って
踊って遊ぼ
う！お楽しみ
抽選会では豪
華景品が当た
るかも！？

★ファミリーコンサート
７月１５日 (月祝 ) １０時～１５時
会　場：はっち全館
入場無料 (体験コーナーは一部有料 )・予約不要

★まるごとこどもはっち夏まつり

７月２７日 (土 ) １７時～１９時
会　場：マチニワ
内　容：盆踊り大会・お神輿担ぎ・
　　　　ミニライブ・スイカ割り 等
入場無料・予約不要

★こどもはっち夏のスペシャル企画
　マチニワ　夕涼み会

体験・もの
づくりコー
ナーでたっ
ぷり遊ぼ
う！詳細は
チラシまた
はホーム
ページをご
覧ください。

どなたでも参加できます。
みなさんぜひ浴衣でご参加ください！

８月４日 (日 ) 
・１０時～１２時 (幼児親子 )
・１３時～１５時 (小学生 )
会　場：はっち３階 ギャラリー３
定　員：各回８組
参加費：無料
<要予約 >定員になり次第〆切
予約開始日　7/20( 土 )9:30～

★夏休み絵画教室

絵画教室の先生が優しく教えてくれるよ！
お絵かきが好きなお友達、
ぜひ参加してね♪

デーリー東北新聞
社のマスコットキャ
ラクター「デリオン
くん」が遊びに来ま
す！体を動かした
り、新聞遊びをして
お友達になろう！

はっち休館日
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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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★ファミリー
　コンサート
●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

●にこにこ広場

●転勤ママひろば
★デリオンと
　あそぼ！

★キッズ
　フェスティバル

●親子３B 体操★まるごと
　こどもはっち
　夏まつり

★マチニワ
　夕涼み会
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼夏休み絵画教室
 (8/4) 予約開始

～開館時間変更のお知らせ～
…八戸七夕まつり開催に伴い、 開館時間を延長します。
　7/12( 金 ) ～ 15( 月祝 )　9 ： 30 ～ 18 ： 00

▼当日の飲食ブースについて
※当日は食べ物の現金販売はありません。
お楽しみ引換券を事前に購入し、当日お持ちください。

お楽しみ引換券
５００円（先着２００名）
内容：わたあめ・からあげ・こんにゃく・
　　　金魚すくい・かき氷 or ジュース

※７月１日からこどもはっちにて発行します。
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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

おすすめ
商品 三社大祭の歯打ち神楽を

モデルにしたオリジナル
商品です！
持ち手を振ると「かん・
かん・かん」と綺麗な音
がなりますよ。
八戸のお土産としても、
おすすめです！！

「かぐらちゃん」

くれよん

¥1,200
Recommend

 it  !!

●「転勤ママひろば」
　6月３日 (月 )

●「こどもはっち写真展」
　６月５日 (水 )～9日 ( 日 )

●「ふたごひろば」
　6月 2日 ( 日 )

●「おさがり掘り出し市」
　6月 9日 ( 日 )

●「どんぐりサークル ~縄文遠足 ~」
　6月 12日 ( 水 )

●「6・7月のお誕生日会」
　6月 1３日 ( 木 )

6月のこどもはっちLast Month onKodomohacchi

双子
ちゃん
ご家族
3組さ
んで七
夕製作

を行いました！みんなの願いがか
ないますように！

初開催
のイベ
ント。
なんと
３６組
さんも

集まってくださいました！たっぷ
り情報交換されていましたよ。

４月に
開催し
た「ふ
たご +
そっく
り家族

大集合」にご参加の皆さんのそっ
くり写真を展示しました。

約800
名の方
が足を
運んで
くださ
り、た

くさんの方にお洋服をお渡しでき
ました。

今月は
是川縄
文館と
こども
の国へ
遠足

に！交流を深めながらものんびり
とした遠足でした。

おはな
し会、
足型
カード、
ケーキ
冠にお

菓子♪当日がお誕生日のバース
デーボーイもいましたよ！

えほんのじかん・ミニ！

「ほんとはスイカ」
文 : 昼田 弥子
絵 : 高畠 那生
（ブロンズ新社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

もう、みなさんはスイカを食
べましたか？スイカの美味し
い季節になってきましたね。
　今回は「スイカと言いはる
イカのお話」です。イトウ君
が歩いていると、イカに出会いました。でも、そのイカ
は自分をスイカだといいます。どうみてもイカなのに・・・
「ス」を落としてしまったんだと。でも、そんなことまっ
たく信じないイトウ君に、イカは怒って墨を吐きかけま
す。「もう、いいさ」と、イトウ君が怒って歩き出すと、
しばらくして、なんと道に「ス」が落ちているではあり
ませんか！その時、小石に躓いて、イトウ君はすっころ
び頭に「ス」が張り付いて・・スイトウになってしまい
ました。そこへ、リサイクルショップのおじさんが通り
かかり、スイトウを拾いお店へ持ち帰りきれいに洗って、
売ることにしました。
　さて、スイトウになってしまった、イトウ君は元に戻
れるのでしょうか？イカになったスイカは？？？
言葉遊びを楽しみながら、読んでみてください。カタカ
ナを習い始めた頃のお子様にもお勧めです！

【平日限定！もぐもぐランチタイム】

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.１６
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。

　「おやこで一緒にお昼ご飯を食べる場所があったらいいなぁ」
というお客様のご要望から生まれた〔もぐもぐランチタイム〕
いつもはおもちゃで遊んだり工作をする大きなテーブルがお食
事テーブルに早変わり。そのお隣にはレジャーシートを敷くの
で、ちょっぴりピクニック気分も味わえます。離乳食やおにぎり、
お弁当、お店で購入したものなど、皆さんいろんなランチを楽しんでいるようです。サークルやおやこ体操が
あった日は、おなかぺっこぺこになったおともだちがたくさん集まってくれてとっても賑やかになります。
　先日、パパと遊びに来てくれたおともだちが、「このお弁当、こどもはっちでパパと食べるんだよ。ママが作っ
てくれたの！」と喜んで教えてくれました。小さくてかわいいお弁当には、ママの愛情がいっぱい詰め込まれ
ているようで、とっても幸せな気持ちになりました。
　大人気〔もぐもぐランチタイム〕は、平日の12：00～ 13：00開催中です。

そうだったらいいのにな～♪

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

娘が３才の時、引越しで八戸に来て、お父さんが
市役所に手続きに行き、行くあてなく訪れたのが
こどもはっちでした。楽しくて感動しました。
★Ｉさん（３才）

アンケートご回答コーナー
こどもはっちに寄せられたアンケートのご意見＆ご回答を紹介いたします。

おさがり市の開催回数を
もう少し増やしてほしい。

⇒おさがり市の開催回数についてのご要望は多数頂い
ておりますが、こどもはっち内には収納スペースがな
いため、申し訳ありませんが年２回が限度です。回数
は限られてしまいますが、毎年開催を予定しています
ので今後もぜひご参加ください。

ぼく・わたしのオススメスポット 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。

ユーズパーク＋
( イオンモール下田1階ゲームセンター奧 )
はなちゃん さんのおすすめ (2才 )

屋内のおすな
ばで安全安心
に遊べます◎
お洋服が汚れ
る心配もな
し！午前中は
空いているの
で特におすす
めです♪

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、
　スポットの写真
④一言（紹介文やエピソード）

必要事項を　　　　　　で投稿♪メール or
LINE

【メールの場合】
info@kodomohacchi.com
【LINE の場合 】
①「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、登録。
④こどもはっち (写真コーナー応募専用 )
　トークルームに、必要事項と写真を送信。

皆さんの投稿、お待ちしています♫


