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こどもはっちこどもはっち

3 日間限定の楽しいブースがいっぱい！

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.NOVEMBER 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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魚つり

(1 回１００円 )

ちぢみっこ

(1 回５０円 )

おたのしみ

工作

こども

商店街

１１月１０日 (日 )～１３日 (水 ) 
９時００分～２１時 (最終日は 16時まで )

会　場：はっち１F ギャラリー１
入場無料・予約不要

★八戸初！世界で一番北にくらすサルの物語 写真展
　森の中で～北限のサル・ニホンカモシカ～

写真家磯山隆幸
さんが撮影した、
青森県下北半島
で懸命に生きる
動物たちの12ヶ
月をお写真でご
紹介します！

１１月９日 (土 ) 
１３時３０分～１５時
会　場：はっち３F ギャラリー３
定　員：親子先着１０組 (小学４年生以上は
 　　子供のみの参加可 )
参加費：無料
＜※要予約＞
予約開始日　10月 20日 ( 日 )9:30～

★写真家•磯山隆幸さんによる素敵なお話

脇ノ沢の山々でたくましく生きる、サルた
ちの様々なエピソードを磯山さんにたくさ
んお話いただきます。

１１月２２日 (金 )～２４日 (日 ) 
会　場：こどもはっち内
予約不要
はっち館内には全国から集まったクラフト作家さん
のお店が並びます！チームぴよぴよによる可愛い
オープニングダンスもぜひ見にいらしてくださいね。

★はっち市２０１９

１１月１６日 (土 )・１７日 (日 ) 各日１３時～
会　場：はっち５階 共同スタジオ
定　員：２５０名 (先着順 )
参加無料・予約不要
※整理券の配布は１２時３０分～です
「いちごマルシェ」は八戸いちごを使ったおいしいスイー
ツを作るイベント！こどもはっちでは “いちご大福づくり”
を行います♪

★八戸いちごマルシェ～いちご大福づくり体験～

１１月１０日 (日 ) １０時３０分～１３時
会　場：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品を無料でお渡しいたします♪
ママたちのフリーマーケットも同日開催！

★秋・冬物！おさがり掘り出し市

定番イベント

親子３B体操
11月6日 (水 )•13日 (水 )
<※予約開始日>
  【  6日】10/21(月 )9：30~
  【13日】10/28(月 )9：30~

どんぐりサークル
11月 27日 ( 水 )
※予約不要・当日受付

おもちゃ病院
11月 10日 ( 日 )　
※予約不要・当日受付

転勤ママひろば
11月 5日 ( 火 )　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
11月 3日 ( 日 )　
※予約不要・当日受付

にこにこ広場
11月 15日 ( 金 )
<※予約開始日 >
  11/1( 金 )9：30~

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。

おさがり品の募集は
11月 5日 (火 )まで
こどもはっちにて受付中！

はっち休館日

はっち休館日

はっち休館日

mon tue wed thu fri sat sun

29 30

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

振替休日
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●おたのしみ工作
★写真家
磯山隆幸氏 講演会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

●転勤ママひろば

●親子３B 体操

●パパといっしょ
　にリトミック・
　えいごであそぼ！

●親子３B 体操

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おもちゃ病院
★秋冬物！おさがり
　掘り出し市
★北限のサル•ニホン
　カモシカ写真展

★いちごマルシェ
　いちご大福作り体験

★はっち市2019

※写真展 最終日は
　16:00まで

●お茶会
●おたのしみ工作

▼にこにこ広場
　(11/15)
　予約開始

▼親子リトミック
　(12/4)
　予約開始

▼にこにこ広場
(12/6) 予約開始
●おたのしみ工作

●にこにこ広場

●はっち市期間中のこどもはっち開館時間
11/22( 金 )12：00～ 18：00
11/23( 土 )10：00～ 18：00
11/24( 日 )10：00～ 16：30

※はっち市に伴い、11/21(木 )・11/25(月 )は全館休館となります。
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おもちゃハウスおもちゃハウス

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

八戸の味、南部せんべいが
おままごとになって登場です！
「おせんべい、やけたかな？」
おせんべい屋さんになりきり
楽しみましょ～
※食べられません！！

「南部せんべいやきセット (フェルトおままごと )」

くれよん

 ￥1,800 　　
おかあさんや
おとうさん、

おともだちに焼い
てあげよう♪

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。

10月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

●「親子リトミック」10月 2日 ( 水 ) ●「子ども文化の日」10月 6日 ( 日 )
ピアノの音に合わせて体を動
かしました！おはなし会もピ
アノの音が加わるといつもと
はちょっと違う特別なおはな
しになりました♪

バレエレッスン体験・和太鼓ワー
クショップ・アナウンサー体験
など子どもたちが様々な “文化”
に親しみました。

●「転勤ママひろば」10月 9日 ( 水 ) ●「10･11月生まれのお誕生日会」10月10日 (木 )
今月は八戸市近隣の遊び場を
ご紹介！お見合い回転トーク
では全員の方とお話して交流
を深めました☆

パパの参加や同じ誕生日のお友
達も多く賑やかなお誕生日会に
なりました！子どもたちの成長
が嬉しいですね！

●「にこにこ広場」10月 11日 ( 金 ) ●「プレパパプレママひろば」10月 20日 ( 日 )
エプロンシアターやパネルシ
アターなど今月も楽しいおは
なしがたくさん！赤ちゃんた
ちも集中して聞いていました
よ♪

スタッフの体験談やおすすめ
グッズもご紹介しながら、ママ
のお腹の中や赤ちゃんについ
てお勉強しました。今月は代表
のパパに沐浴体験もしていただ
きましたよ！

●「お茶会」10月 20日 ( 日 ) ●「どんぐりサークル」10月 23日 ( 水 )
こどもはっち内にあるミニお
茶室でお抹茶と和菓子をいた
だきながら、日本ならではの
“和の文化” に親しみました。
お抹茶も和菓子もみんな完
食！

お家でもできる新聞あそびに挑
戦！新聞ボールリレーやハイハ
イレースで子どもたちは大活
躍！ハロウィンランチ会では
ハッシュドチキンとデザートを
みんなでおいしく食べました♪

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)

「もぐもぐもぐ」
作：よねづ　ゆうすけ（講談社）

えほんのじかん・ミニ！
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　今回は食べ物にだんだんと興味が出てき
た頃の赤ちゃんにお勧めの絵本の紹介です。
「まんま」などの言葉が出てきた頃にピッタ
リの 1冊だと思います。
　動物の口が大きくくりぬかれた穴開きの
仕掛けになっていて、美味しそうにいろい
ろな動物たちがご飯を食べていきます。ね
こさんはお魚を、ねずみさんはチーズを、
うさぎさんはにんじんを！！
　子供たちに親しみのあるかわいい動物さ
んたちが、美味しそうにご飯を食べていく、
繰り返しが楽しい赤ちゃん絵本です。「ああ
　おいしい！」ととても美味しそうに食べていくので、食べる喜びも親子
で楽しみながら分かち合え、食育にも適しています。また、この絵本は鮮
やかな色使いで赤ちゃんが興味を持つようにできています。最後のページ
は小さな人間の男の子が出てきますが、何を食べると思いますか？なんと、
最初から出てきた食べ物を全部お口にほおばるんです！！

【 うれしいお便り♡ 】

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.２０
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。

先日、いつもこどもはっちを利用してく
ださっている双子ちゃんママからうれし
いお便りが届きました！なんと、おいら
せ町にあるいちょう公園で、双子ちゃん
Family6 組 24名でピクニックをされた
そうなんです！楽しかったことがみなさ
んの表情から伝わってきますよね。
　出会いはこどもはっちのふたごひろば。そこからたくさんの繋がりが生まれ、
こどもはっち以外でも交流を深めてくださっていることがとっても嬉しいで
す。ハッピーなニュースはみんなの気持ちを明るくしてくれますよね！
　こどもはっちのふたごひろばは2ヶ月に 1回程開催しています。先輩ママか
らお話を聞いたり、双子ちゃんならではの情報交換ができますよ♪初めての方
も大歓迎です！お待ちしております。

見た目重視

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。

青森市「浅虫水族館」
ゆいさん(３才、１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！先着順になってしまいま
すが、別料金を払うと「イ
ルカショー特別席」「水族
館裏方ツアー」「イルカ調
教見学」「カメのえさやり」
に参加することができま
す。前回は裏方ツアーに
参加してきました。水槽
の上を歩き、水族館の裏
の部分、魚のエサや保管
場所も見学してきました。
１人３００円でしたが、それ以上の価値はあったと思います。
人懐っこいアザラシがいるので、いつも一緒に写真を撮っています。


