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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.DECEMBER 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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１２月１日 (日 ) 
１０時３０分～１２時００分
会　場：是川縄文館内
定　員：先着10組
参加費：無料　<※要予約 (随時受付 )>

★安産・子育て祈願 まが玉づくり

プレママパパ集合！まが玉づくりや国宝
合掌土偶の前で記念撮影をします！
お写真はパネル版にしてプレゼント☆

１２月７日 (土 )・８日 (日 ) 
１０時～１６時
会　場：こどもはっち内
参加費：無料 (入場料別途 )
予約不要

★グッド・トイ ランド

グッド・トイがこどもはっちに集結！
おもちゃコンサルタントが楽しい遊び
方を教えてくれますよ♪

１２月２６日 (木 ) １３時３０分～１５時
会　場：はっち3階 ギャラリー3
対　象：小学1年生～6年生
定　員：親子15組・参加無料
＜※要予約＞予約開始日11月30日 (土 )9:30～
擬似体験をして親子で知的しょうがい
について知ろう！

❷ 知的しょうがいを擬似体験してみよう
　　～知ってほしいな！わたしたちのこと～１２月２４日 (火 )・２５日 (水 )

 各日１１時～１５時
会　場：はっち3階 ギャラリー3
対　象：4才以上（大人のみもOK）
参加費：500円•予約不要※材料がなくなり次第終了

干支のねずみミニタペス
トリー＆フェルトボール
のねずみのマスコットを
作ろう！

❶ 世界にひとつのフェルトアート

１２月１５日 (日 ) ９時３０分～１２時３０分
会　場：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・予約不要
　　　　（障がい者手帳・愛護手帳をお持ちの方は５０円）
オレンジデーとはハンディキャップを持っているお子様
とご家族のためのスペシャル開館デー！
クリスマスおはなし会やおたのしみ工作もあります♪

※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いたします。

★オレンジデークリスマス
１２月２２日 (日 ) １０時３０分～１２時
会　場：南部会館
対　象：親子65組
参加費：お子様１人200円
＜※要予約＞予約開始日 12月3日 (火 )9:30～

みかお姉さんとトナ
カイさんのミニコン
サートやミニマジッ
クショー、サンタさ
んのおはなし会も行
います！

★こどもはっちクリスマス会

１２月２２日 (日 ) １０時～１４時
会　場：南部会館
各ブース体験料：500円～

ワンデーネイルやロゼット
作りなどママパパのための
癒しブースが登場します！
抱っこ・おんぶ帯の実演や
豪華景品が当たる抽選会も
ありますよ♪

★第２回こうのとりママパパフェスタ
１２月２２日 (日 ) １３時３０分～１５時
会　場：南部会館
対　象：年長～小学生までの親子
定　員：60名・参加無料

昨年度大好評につき今年
も開催します！ぜひ親子
でご参加ください。

★体験ワンダーランド 狂言にチャレンジ

定番イベント

ふたごひろば
12月 8日 ( 日 )
<※予約開始日 >
  11/24( 日 )9：30~

親子 3B体操
12月 18日 ( 水 )
<※予約開始日 >
  12/2( 月 )9：30~

転勤ママひろば
12月 11日 ( 水 )　
※予約不要・当日受付

にこにこ広場
12月 6日 ( 金 )　
<※予約開始日 >
  11/22( 金 )9：30~

おもちゃ病院
12月 1日 ( 日 )　
※予約不要・当日受付

おたんじょうび会
12月 12日 ( 木 )　
※予約不要・当日受付
※12•1 月生まれ対象

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。

★親子対象冬休みスペシャル企画 !

＜※要予約＞予約開始日 
11月26日(火)9:30～

はっち休館日

はっち休館日こどもはっち
休館日※

こどもはっち
休館日※

《年末年始のお知らせ》
12 月 29 日～ 1 月 1 日までは、 年末年始のため休館いたします。
(※29•30 日はこどもはっちのみ休館 / はっちは開館となります。 )
1 月 2 日 ・ 3 日は 10 時から開館となります。
お間違えのないようご注意ください。
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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

おなじみの、「これっくらいの～
おべんとうばこに、おにぎり、
おにぎりちょっとつめて！！」
のお歌がそのまま、フェルトの
お弁当セットになりました！！
お歌を歌いながら、おままごと
を楽しんでください！

　おべんとうばこのうた
「おべんとう」 ￥１８００

くれよん

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。

11月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

●「パパといっしょにリトミック」11月4日(月祝) ●「えいごであそぼ！」11月 4日 ( 月祝 )
ピアノの音に合わせ
て動物に変身したり
リズム遊びをしたり、
パワフルに体を動か
しました！大きいお
友達の高い高いもで
きるパパのパワーは
さすがですね！

皆さん、博物館の根城広場と
お城の跡は穴場ですよ！！
思いっきりかけっこしたり、
冬だって雪遊びに最適です。
お城には、お馬さん（模型）
がいて、いつでも優しく迎え
てくれます。今度行ったら、
凧揚げしたいなぁ

ご挨拶や色、果物な
どの簡単な英語を体
を動かしながら楽し
く覚えました♪
「大きなかぶ」のおは
なしは最後まで英語
で聴きましたよ！

●「転勤ママひろば」11月 5日 ( 火 ) ●「磯山さんによる素敵なお話」11月 9日 ( 土 )
洗濯バサミやパラバ
ルーンで遊んだりフ
リートークをして交
流を深めました！
「帰省のときはどうし
ている？」など転勤
族の方ならではのお
はなしが飛び交って
いました☆

写真家磯山隆幸さん
によるワークショッ
プを開催し、脇野沢
の山々でたくましく
生きるサルや二ホン
カモシカのお話をた
くさん教えていただ
きました！

●「写真展」11月 10日 ( 日 )～13日 ( 水 ) ●「秋・冬物！おさがり掘り出し市」11月10日(日)
磯山さんが撮影した
お写真は今にも動き
出しそうな惹きつけ
られる作品で、子ど
もから大人まで楽し
める写真展でした♪

今回もたくさんの子
育て親子へお洋服の
バトンが渡りました
♡無料提供にご協力
してくださった皆様、
誠にありがとうござ
いました。

●「いちごマルシェ」11月16日(土)・17日(日) ●「はっち市」11月 22日 ( 金 )～24日 ( 日 )
こどもはっちでは　
「いちご大福づくり」
を行い、2日間で
500名の方が参加し
てくださいました！
自分で作ったいちご
大福、美味しかった
ね♪

チームぴよぴよのみ
なさんのオープニン
グダンスでスタート
したはっち市！
こども商店街・工作・
ちぢみっこ・魚釣り
などたくさんのブー
スを親子で楽しみま
した！

「さみしがりやのサンタさん」
作：内田麟太郎
絵：沢田としき  （岩崎書店）

えほんのじかん・ミニ！
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　サンタさんは世界中の子ども達にプレ
ゼントを配り終えて、やっとかえってき
たのです。「明日になればどの子もみん
なプレゼントに飛び上がるほど喜ぶぞ」
と思い、うれしいはずのサンタさんでし
たが、なんだか寂しくてたまりません。
そんな、寂しい夜はハーモニカを吹くの
ですが、壊れてしまい鳴らないのです。
サンタさんは思わず涙をながしてしまい
ます。すると・・・家のベルがなり大男

が立っていました。こんな寒い夜に外にいたら死んでしまうと家へ招き入
れ、あったかい紅茶をいれてあげました。そして、大男は突然踊りだし、
サンタさんも寂しさを忘れ楽しく踊ったのです。その夜、大男はサンタさ
んのお家に泊まることになりました。朝サンタさんが目を覚ますと、大男
はもういませんでした。そして、枕元には壊れたハーモニカが。吹いてみ
るときちんと音が出るのでした！大男が直してくれたのです。
もしかしたら、サンタさんの家に来た大男はサンタさんにプレゼントを届
けにきたサンタクロースだったのかもしれませんね！

【 クリスマスに願いを！ 】
11月 11日に広島から、戦争を生き抜いたピアノが八戸に来ました。
日本では戦後70年以上がたち、豊かな国となりました。でも、地球
ではまだどこかで戦争が続き、幼い子どもたちが命を落としています。
12月はクリスマス！子どもたちにとってとても幸せな日が来ます。
この日こそ、家族で過ごせる幸せを感謝して、苦しみの中にいる子ど
もたちのことを想い、みんなで祈りを贈りたいですね。

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.２１
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。

くちぐせ 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？
今回はこどもはっちスタッフのオススメスポットを
ご紹介します。

八戸市「史跡根場の広場」 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！


