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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.OCTOBER 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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１０月６日 (日 ) 
１０時００分～１４時３０分
会　場：はっち館内
参加費：無料～５００円
※参加費やお申込みについては各体験
　コーナーによって異なります。詳しくは
　チラシ・HPをご覧ください

★子ども文化の日

バレリーナのレッスン体験、和太鼓ワーク
ショップ、アナウンサー体験、お花アート
…子どもたちの心をくすぐる楽しい体験が
盛りだくさん！大好評の「こどもふろしき
市」も開催します♪

１０月６日 (日 ) 
１０時００分～１５時００分
会　場：はっちギャラリー１・２・３
対　象：３歳～１０歳くらい
参加費無料
<※要予約 >八戸マテリアルアートのみ
各回10名 定員になり次第〆切
予約受付中

★第2回おめめとおてて展

保育者養成大学の美術教員2名による作品展や
授業の紹介、ワークショップも行います！

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：５０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

１１月４日 (月祝 ) １０時３０分～１１時３０分
会　場：はっち２階 シアター２
対　象：就学前のお子様
参加費：大人１人100円 ( 入場料として )
＜※要予約＞予約開始日　10月 15日 ( 火 )9:30～
音遊びのような楽しいリトミックです！
ママやおじいちゃんおばあちゃんのご参加も大歓迎♪

★パパと一緒にリトミック

１１月１０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
大人気のおさがり市！無料提供品とフリマ出店者を募集します！

★秋・冬物！おさがり掘り出し市

定番イベント

親子３B体操
10月 16日 ( 水 )
<※予約開始日 >
  9/26( 木 )9：30~

にこにこ広場
10月 11日 ( 金 )
<※予約開始日 >
  9/27( 金 )9：30~

どんぐりサークル
10月２3日 ( 水 )　
※予約不要・当日受付

おもちゃ病院
10月 13日 ( 日 )　
※予約不要・当日受付

プレパパママひろば
10月 20日 ( 日 )　
<※要予約 >
  随時受付

おたんじょうび会
10月 10日 ( 木 )　
※予約不要・当日受付
※10•11 月生まれ対象

転勤ママひろば
10月 9日 ( 水 )　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
10月 20日 ( 水 )　
※予約不要・当日受付
今月は13時から行います。

【フリマ出店者募集】
申込期間：10月14日 (月 )～ 20日 (日 )

出店料：500円
※ご当選された方には、10月24日 (木 )
　午前中にご連絡いたします。

【無料提供品募集】
引取り期間：10月7日 (月)～ 11月5日 (火)

衣類：秋冬物で新生児～120㎝ ／ 靴：18㎝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。

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。

※こどもはっちにて受付

【受付時間 9 時 30 分～17 時】

※お電話にて受付
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
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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

★子ども文化の日
★第２回おめめと
　おてて展

●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
▼フリマ出店者
(11/10)予約開始

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★ばぶちゃん
　ハロウィン
●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

●親子リトミック

●おたん
　じょうび会
　（10･11 月）

●親子３B 体操▼パパと一緒に
　リトミック
　（11/4）
　予約開始

▼親子３B 体操
　（11/6）
　予約開始

▼親子３B 体操
　（11/13）
　予約開始

●デリオンと
　あそぼ！
●転勤ママひろば

◯無料提供品
　引取り開始

●お茶会
●プレパパママ
●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

●にこにこ広場
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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

ドーナツを１つ１つ棒に
積み上げたり、輪投げに
したり！ドーナツ屋さん
ごっこもできちゃうよ♪
遊び方をいろいろ考えて
みてね！！

「ツムツムドーナツ ￥9００」

くれよん

おいしそ
うな

ドーナツ
タワーだ

よ！

９月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

●「転勤ママひろばランチ会」9月 11日 ( 水 ) ●「8･9 月生まれのお誕生日会」9月 12日 ( 木 )
今月は八戸名物の試食会を
行い、せんべい汁とこび
りっこを食べました！初め
ての八戸名物はとても好評
で、おいしく食べながら楽
しく交流しました♪

●「にこにこ広場」9月 13日 ( 金 ) ●「プレパパプレママひろば」9月 14日 ( 土 )

●「親子でお茶会」9月 15日 ( 日 ) ●「秋の子ども文化公演」9月 16日 ( 月祝 )

メールマガジン
はちすく通信への
ご登録はお済みですか？

[p-kodomohacchi
 @s.nowgetta.com] に
空メールを送信し、登録してください。

チームぴよぴよ大募集！

【チームぴよぴよとは？】
はっちのイベント「はっち市」でダンスを披露
するちびっこ。とっても簡単な振り付けのダンス
です。抱っこの赤ちゃんも参加OK！

　対象：0才～ 4才
〈活動内容〉
　11月 22日 ( 金 ) 11 時 50分頃
　『はっち市2019オープニングセレモニー』で
　ダンスを披露
〈練習日程〉
　こどもはっちの講座「親子3B体操」の中で行います。
　当日だけの参加もOKですが、練習に来れる方はぜひ
　ご参加ください！
★参加してみたい！詳しく知りたい！という方は、
　こどもはっちまでご連絡ください。
　(0178-22-5822 / kodomohacchi@yahoo.co.jp)

今月から足型カードが
リニューアルしてぴよちゃん
カードになりました！おはな
し会やケーキ冠、お菓子のプ
レゼントなどみんなでお誕生
日をお祝いしました！

妊婦体験や沐浴体験など、
赤ちゃんを迎える心の準備
をしました。赤ちゃんの誕
生がますます楽しみになり
ますね！

毎年大人気の人形劇団プーク
さんによる人形劇！本物のよ
うに動くお人形や仕掛けに引
き込まれ、迫力満点の舞台で
した！

赤ちゃんたちが大好きなおは
なし会の他、パラバルーンや
お花紙などで視覚も刺激！同
じくらいの月齢のお友達同士、
ママ達も交流も深められてい
ましたよ♪

今月もお抹茶や和菓子が好き
なお友達が参加してくれまし
たよ♪ススキ、菊の花など和
菓子からも秋を感じられまし
た。

「オオカミグーのはずかしいひみつ」
作：きむら ゆういち
絵：みやにし たつや  （童心社）

えほんのじかん・ミニ！
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　オオカミのグーはお母さんが嫌いでし
た。それは、お母さんがイタチだからです。
その事で、小さい頃から何度もいじめられ
たのです。グーは赤ちゃんの時、イタチの
お母さんに拾われました。彼女は、グーを
自分の子供のようにとても大切に育てたの
です。そのことは、とても嬉しいけれど、
グーはお母さんの事で友達にバカにされな
い事の方が大切なのです。

　やがて、グーは、ケンカの一番強い若者に成長し、グループのリーダーに
なりました。でも、お母さんの事は秘密にしていました。リーダーのお母さ
んがイタチなんて、かっこ悪くて言えるわけがありません。
　ある日、強いグーの事を快く思っていない隣山のグループが彼を、卑怯な
罠をつかって襲ったのです。グーは勇敢にたちむかいましたが、ついには気
を失ってしまいました。その時です・・とつぜん岩の陰から小さい黒い影が
飛び出し、勇敢にオオカミ達に立ち向かうのです、倒れても倒れても・・
　母親の子供を守る強い気持ちがひしひしと伝わる絵本です。

【 とっても簡単・ヨーグルトムースの作り方をご紹介 】

★作り方
　①キッチンペーパーを敷いたザル等にヨーグルトを入れて水切りする。
　②鍋に牛乳とマシュマロを入れ、弱火で煮溶かし、粗熱をとる。
　③②に水切りしたヨーグルトを加えて混ぜる。
　④水で濡らした型やグラスに入れ、冷蔵庫で30分以上冷やす。
　◎お好みでフルーツやジャムを添えても…
　◎すぐに食べたい時は氷水で鍋ごと冷やすといいですよ！
どうぞお試しあれ♪

〈ヨーグルトムース〉
★材料（4人分）
　・プレーンヨーグルト 200ｇ
　・牛乳 100ml
　・マシュマロ 50ｇ

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.１９
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。

トイレトレーニング

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。

十和田市「駒っこランド」 かーちゃんさん(6才)のオススメ！ 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♫ 採用された方には粗品をプレゼント！

　　　　
広い芝生にはたくさんの

遊具があります。馬に触れ合
えたり、長いローラーすべり台
もあって、大人も子供も一日中
楽しめますよ！


