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こどもはっちこどもはっち

メールマガジン、はちすく通信はこどもはっちのイベント情報を
いち早くお届けします♪また、八戸市内の親子向けのイベント情報、
子育てサロン情報、検診のお知らせなど毎日配信しています。
ご登録がまだの方は、ぜひご登録をお願いします！

はちすく通信へのご登録はお済みですか？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.August

08
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。

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。

７月３１日(水)～８月４日(日) 
①１１時３０分～
②１４時００分～
会　場：こどもはっち内
参加費無料・予約不要

★おまつり金魚工作

八戸三社大祭
期間中は毎年
恒例のおまつ
り金魚工作を
行います！

８月７日 (水 ) 
１０時～１１時３０分
会　場：南部会館
定　員：小学生42名、
　　　　幼児親子(3才~就学前)８組
参加費：子ども１人200円
<要予約 >定員になり次第〆切
予約開始日　7/20( 土 )9:30～

★にんにん忍者参上！

南部屋敷が忍者屋敷に変身！謎解きしなが
ら忍者修行～！

どんぐりサークル
８月２８日 (水 )　
※予約不要・当日受付

おもちゃ病院
８月２５日 (日 )　
※予約不要・当日受付

にこにこ広場
８月２３日 (金 )
<※予約開始日 >8/9( 金 )9：30~

ご登録はこちらから！→

QRコードを読取り、
[p-kodomohacchi@s.nowgetta.com]に
空メールを送信し、登録してください。

８月７日 (水 ) １３時３０分～１５時３０分
会　場：南部会館
売る人：小学生（先着100名）
広　さ：風呂敷１枚分 (80cm×80cm以内の広さ )
出店料：300円
<要予約 >定員になり次第〆切
予約開始日　7/10( 土 )9:30～

★第１回はちのへこどもふろしき市

「こどもふろしき市」とは・・・？
店主になり、風呂敷の上に商品を並べます。
どうやったら売れるか、値段もいくらが良いか
などを考えて自分のお店を持つ体験ができます。

８月１８日 (日 ) ９時３０分～１５時
会　場：是川縄文館・学習館
参加費無料・予約不要 (こどもはっちブース )

★これかわ縄文まつり

じゃんけん大会やいのるん君の工作など
こどもはっちコーナーが登場します！
ぜひご家族で遊びにいらしてください。

８月３１日 (土 ) １０時～１４時３０分
会　場：八戸市公民館・文化ホール
参加費無料・予約不要

★ようちえんの広場with こどもはっち

工作コーナーやプロマジシャンによるマジック
ショーなど、わくわくドキドキな一日になりそ
う♡市内の幼稚園の情報もたくさんゲットでき
ますよ！

○売っていいもの：
①身の回りの使わなくなったものでまだ使えるもの
（例：おもちゃ、文房具、洋服、本、手作りの品等）
②自分の特技やサービス
（例：肩たたき、似顔絵、マッサージ等）

×売ってはいけないもの：
食べ物、飲み物、生き物

※詳細はチラシを
ご覧ください。

当日は是川縄文館が
無料開放されます！

『いのるんとじゃんけんぽん』
①10：30～　②11：30～
③12：30～
大人も子どもも！プレママ・
パパも！景品をゲットしよう☆

※マジックショー、コンサートは、
10：30～ 11：45( 開場 10：00) です！

はっち休館日
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●読み聞かせ
●おたのしみ工作
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●読み聞かせ
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★夏休み
　絵画教室

★ようちえんの
　広場with
　こどもはっち

★にんにん
　忍者参上！
★はちのへこども
　ふろしき市

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おもちゃ病院
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

★これかわ
　縄文まつり
●ふたごひろば
●おたのしみ工作

●にこにこ広場

～開館時間変更のお知らせ～
…八戸三社大祭の開催に伴い、 開館時間を延長します。
　7/31( 水 )・8/2( 金 )・8/4( 日 )　
　9：30～ 18：00

▼にこにこ広場
　(8/23)
　予約開始

▼親子 3B 体操
　(9/4)
　予約開始
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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 八戸は古代から国宝の土偶からもわかる

ように、出産を重んじ、子どもを皆で大
切に育む精神が深く根付いています。
八幡馬も古くは、ひもで引いて遊ぶ子ど
もの玩具として、愛されました。先人の
心を受け継いで、子どもの誕生を皆で祝
福し見守っていきたいと思い子馬ちゃん
を製作いたしました。八戸のお土産とし
てもおすすめです！

「子馬ちゃん」

くれよん

¥1,000～¥1,500

伝統的な色はもちろん、お子様人気の
パステルカラーもラインナップ！

【 反抗期 】
　「うちの子この頃反抗期で･･･」2、３歳頃の子どもを持つママは経験して
いるのではないでしょうか？ママの言う事を聞かなくなってくる幼児期の
【イヤイヤ反抗期】さっきまで楽しく遊んでいたのに、突然イヤイヤが始まり、
おやつをあげてもイヤイヤ、あやしてもイヤイヤ･･･あ～どうしていいかわ
からないーなんてこともしばしば。学童期になると、「うるさい～・は～」
言葉で反抗され･･･あ～悲しい (；∀；) そして、思春期には【無視】サイレン
ト反抗期！ !「聞こえてるくせに…」心の中で私は反抗 !!実家の母に話すと「あ
なたの方がもっと大変だったわ～」と言われ、今になって反省↓↓
なぜか、いつの間にか終わっている【反抗期】イヤイヤ反抗期がなつかしい
と思う今日この頃です (＾-＾)

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.１７
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。

●「デリオンとあそぼ！」
　7月 2日 ( 火 )

●「転勤ママひろば」
　7月 2日 ( 火 )

７月のこどもはっちLast Month onKodomohacchi

先月開講し
た「転勤マ
マひろ
ば」！好評
につき1～
2ヶ月に 1
回の開催が

決定しました♪今回のフリートーク
タイムでは出身地ごとにグループ分
けをしたので地元トークで盛り上
がっていましたよ♡

みかおねえ
さんの歌声
にうっとり
したり、動
物さんたち
と一緒に体
を動かして

踊ったりと、とっても楽しい時間で
した。抽選会では花火やおもちゃな
どの豪華景品が当たりましたよ！

さかなつり
やお面作り
などの楽し
いブースを
親子で楽し
みました！
デリオンく

んとみかおねえさんの歌のステージ
も大盛り上がりでしたよ！

転勤ママ
さんも一
緒に、手
遊びや体
操、ボー
ル遊びを
親子で楽

しみました！赤ちゃんたちもデリオ
ンくんと仲良しに♫

●「キッズフェスティバル」
　7月３日 (水 )

●「スペシャルにこにこ広場」
　7月 12日 ( 金 )

●「七夕ファミリーコンサート」
　7月 7日 ( 日 ) 今回はな

んと34
組さんに
参加して
いただ
き、おは
なし会の

他にもお花紙やトイレットペーパー
などの身近なものでたくさん遊びま
したよ☆

●「全館まるごとこどもはっち夏祭り」
　7月 15日 ( 月祝 )

はっちの
1階から
5階まで
様々な体
験ブース
が登場し
た夏まつ

り♪「これを作ったよ！」「楽しかっ
た！」と教えてくれたお友達がたく
さんいました♪

えほんのじかん・ミニ！

「おめんです」
作：いしかわ こうじ  （偕成社）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　もうすぐ、あちこちでお祭りの季節
がやってきますね。出店もたくさん出
て、ワクワクしちゃいますね！
　さて、今回は出店の定番「おめん」の仕掛け絵本の紹介です。赤ちゃん
から楽しめる絵本ですよ。こわーい鬼のお面をかぶっているのはだあれ？
お面をゆっくりめくると、中から、隠れていたうしさんが現れます。まっ
かなだるまさんのお面をかぶっているのはだあれ？はみ出している耳がヒ
ントです！だるまさんをめくると今度は元気なゴリラくんが現れます。
　ひょっとこやおかめ、かっぱなど、昔ながらのお面をめくると、次々と
子ども達が好きな動物たちが登場しますよ。赤ちゃんには「いないいない
ばあ」のように楽しめ、もう少し大きなお子さんは、親子で動物をあてっ
こして楽しめます！！鬼がけっこうリアルで、怖がるかもしれませんが、
中身はかわいい動物さんなので、そのギャップもまた楽しいと思います。

こどもの遊びゴコロ 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。

中心街のお店のケータリングや出前ができるようにしてほしい。

～マチニワの利用についてのおねがい～
マチニワで水遊びをされる際、オムツを着用しているお子様は
水遊び用オムツの使用をお願いします。
また、使用済みのオムツはお持ち帰りいただきますようお願い
いたします。

⇒はっちでは来館者の皆様に館内の飲食店を
利用して頂くため、原則持ち込みのご飲食
ができません。こどもはっちでははっち事
務所の許可を得て、こどもはっち内に限り、

ご飲食できる場所を提供しております。はっ
ち館内1階～ 3階の飲食店はお子様も食べ
られるメニューもあり、各階に飲食スペー
スもありますのでぜひご利用くださいませ。

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。

新井田公園
はる さん・ゆうた さんのおすすめ

木漏れ日が綺麗で気持ちの良いお散歩道。
太陽が眩しい日でものんびりできます。
( はるさん２才 )

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♫生まれて初めてのお花見は新井田
公園で。春風が気持ち良い～
( ゆうたさん 11 ヶ月 )

二家族から
推薦！


