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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.SEPTEMBER 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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９月８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、障がい者手帳・
　　　　愛護手帳をお持ちの方は50円
予約不要

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。
今回のオレンジデーは、みんなでお月見
お茶会をします！おたのしみに！

★こどもはっちオレンジデー

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。

※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。

【　オレンジデーとは？　】

９月１６日 (月祝 ) １３時開演 (１２時４５分開場 )
※上映時間１時間２０分 (休憩１５分含む )
会　場：南郷文化ホール
定　員：４５０名（先着順）
参加費無料・予約不要
演目は「八郎」と「にんぎょう祭りばやし」
どんなおはなしかは当日のおたのしみ♪
ご家族でご参加ください。

★秋の子ども文化公演

１０月２７日 (日 ) １０時３０分～１２時
会　場：はっち１階はっちひろば
対　象：０～満２才 (24 ヶ月 ) まで
定　員：４０組
参加費：お子様１人200円
＜※要予約＞
予約開始日　9月 28日 ( 土 )9:30～
ハロウィンのおはなし会やおやつツアーなどを
行います！可愛く仮装してきてね☆

★ばぶちゃんハロウィン

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
9月4日(水)・18日(水)
<※予約開始日 >
  4 日→8/21( 水 )9：30~
18 日→9/2  ( 月 )9：30~

にこにこ広場
9月 13日 ( 金 )
<※予約開始日 >
  8/30( 金 )9：30~

どんぐりサークル
9月２5日 ( 水 )　
※予約不要・当日受付

親子リトミック
10月２日 (水 )　
<※予約開始日 >
  9/17( 火 )9：30~

おもちゃ病院
9月 15日 ( 日 )　
※予約不要・当日受付

プレパパママひろば
9月 14日 ( 土 )　
<※要予約 >
  随時受付

おたんじょうび会
9月 12日 ( 木 )　
※予約不要・当日受付

転勤ママひろば
９月１１日 (水 )　
※予約不要・当日受付

毎年大人気の
人形劇団プーク！
お楽しみに！
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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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパママ
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●親子 3B 体操

●親子 3B 体操

●転勤ママひろば

●どんぐり
　サークル

★オレンジデー

★秋の子ども
　文化公演

●おもちゃ病院
●お茶会
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼親子 3B 体操
　(9/18)
　予約開始

▼親子リトミック
　(10/2)
　予約開始

▼親子 3B 体操
　(10/16)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(10/11)
　予約開始 ▼ばぶちゃん

　ハロウィン
(10/27)予約開始

●にこにこ広場●おたんじょうび会
　（８･9 月生まれ）

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●ホコテン

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

敬老の日

秋分の日
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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

秋の行楽シーズン、フェル
トのお弁当で、ごっこ遊び
をたのしみましょう♪ピク
ニック気分で、お天気のよ
い日にお外で遊んでも楽し
いかもしれませんよ！！全
部手づくりで、愛情こめて
チクチク作ってますよ！！

「おべんとう (フェルトおままごと )￥500～」

くれよん

こんなに可愛い
セット商品も！

８月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

●「おまつり金魚工作」7月31日(水)～8月4日(日) ●「夏休み絵画教室」8月 4日 ( 日 )

●「にんにん忍者参上！」8月 7日 ( 水 )

●「第２４回これかわ縄文祭り」8月 18日 ( 日 )

三社大祭期間中におまつり金
魚を製作！折り紙を折ったり
貼りつけたりと小さいお友達
も上手にでき
ました♪

忍者くのいちコケコッコー組
の指導のもと、見る力・聞く
力など忍者になるための修行
を行いました。最後の修行「大
人VS子どもチャンバラ対決」
は子どもチームが圧勝で幕を
閉じました！

●「第1回はちのへこどもふろしき市」8月 7日 ( 水 )

毎年大人気の絵画教室で
は、今回も藤沢先生が絵
の描き方やポイントなど
たくさんのことを教えて
くださいました！とって
も素敵な作品ができまし
たよ！

こどもはっちコーナーで
「じゃんけん大会」や「い
のるんおたのしみ工作」
を行いました！さらに、
ふたごちゃんやプレパパ
プレママさんにはご来場
特典もありましたよ♪
足を運んでくださったみ
なさん、ありがとうござ
いました。

八戸で初開催となった「こども
ふろしき市」！子どもたちが店
主になって商品を販売しまし
た。商品を並べ替えたり、値段
を変えたりと試行錯誤を繰り返
しながら “自分のお店をもつ経
験” ができました！

えほんのじかん・ミニ！

「ながいでしょりっぱでしょ」
作：サトシン・絵：山村浩二  （PHP研究所）

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　えっへん、ぼくのはな。ながいでしょ、
りっぱでしょ。水を汲んだり、荷物を運
んだりできるんだ。ゾウくんがニワトリ
さんに自慢します。ヘビくんは体が長い
こと、キリンさんは首が長いこと、ダチョ
ウさんは足が長いこと。次々動物たちが出てきて、自分の長い所を自
慢していきます。最後はニワトリさんが自慢をしますが、長い所があ
りません。さて何を自慢すると思いますか？負けず嫌いのニワトリさ
んは「こっけこっこーー！！」と長く鳴くんです。そして、最後はみ
んなながくてりっぱだねっと！動物たちが勢ぞろいします。
　子どもたちの大好きな繰り返しを楽しむ絵本です。動物たちが自慢
する時の豊かな表情も絵本に引き寄せられます。自分のよいところに
自信を持って、素直に自慢できるって、とっても素敵なことですよね。
大人になるとなかなか難しいことかもしれません。
　親子で絵本を楽しみながら、ぜひ動物さんたちのように、自慢大会
してみてください！

【 蔵書数 1800冊以上！こどもはっちの絵本 】
こどもはっちの、絵本展望台から「げつようび～りんごを１つ・・・」
と親子で楽しそうに歌う声や、お孫さんにとっても上手に昔話を読ん
でいるおばあちゃまの声、日曜日などは、パパがちょっとふざけて絵
本を読み、お子さんの大爆笑の声などが聞こえてきます。どの声もと
ても楽しそうで、こちらまで笑顔になります♪絵本を通してのコミュ
ニケーションは、とても温かい気持ちになりますね。
こどもはっちでは、来館のお子様1人につき 2冊まで、1週間の期間
で、絵本の貸し出しもしております。ぜひ、ご利用頂きお子様とお気
に入りの1冊をみつけてくださいね！！

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.１８
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。

好きな本を
えらぶ
※お子さま
ひとり 2冊まで

HOW TO
RENTAL?? カウンターに

持っていく
図書カードに
シールを貼る

アピール上手？な2番目 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。

雨の日に市内で遊べるところ、
屋外で遊ぶアスレチックなど八戸市にも作ってほしいです。

⇒八戸市には八戸公園内の「三八五・こども館」にアスレチックの大型遊具が
あります。屋外にはソリゲレンデもあり、たくさん体を動かして遊べますよ！
詳しくは今月号の「はちスポ」でご紹介します。

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？
今月はリクエストにお答えして、こどもはっちからの
おすすめをご紹介します。

三八五・こども館  こどもはっち からのご紹介 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♫
採用された方にはこどもはっちから
プレゼントあり！

テント屋根の八角形の建物が目印。館内には巨大なジャイアントスパイダーネッ
トやフリークライミングなどの遊具があるほか、定期的に手作り工作教室 ( くらふ
とらんど ) を開催しています。また、隣接するソリゲレンデは年間を通してソリ遊
びが楽しめます。(※ソリの貸し出しはありませんので、お持ちください。)
雨の日も思いっきり遊べますよ！　

<施設情報 >
開館時間：9:00～16:30
休館日：毎週月曜日 (月曜が祝日又は
　　　　振替休日の時はその翌日 )及び
　　　　年末年始 12/29～1/3
利用料：無料
場所：八戸公園内
　　　(八戸市大字十日市字天摩 33-2)


