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こどもはっちこどもはっち

（※はちのへこどものまちは定員となり締め切りいたしました）

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
2020.FEBRUARY 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。

02
2020

２月２日 (日 ) 
①１０時～　②１１時～　③１３時３０分～
会　場：こどもはっち内
対　象：就学前のお子様を持つ親子
参加費：子ども１人１００円（入場料別途）・予約不要

★まめまき会

恒例のまめまき会！みんなで鬼退治をして福
を呼ぼう！楽しいおはなし会もありますよ♪

２月１１日 (火祝 ) １１時～１１時２０分
会　場：こどもはっち内
参加費無料（入場料別途）・予約不要

バイオリンの生演奏を聴いてこどもはっち9才の
お誕生日をみんなでお祝いしよう！

★こどもはっちバースデー！バイオリン演奏会

２月１７日 (月 )～２０日 (木 ) １０時～
会　場：はっち１階 はっちひろば
定　員：各日２０個限定　※なくなり次第終了
参加費：100円・予約不要

お子様が被れるサイズのこどもはっちオリジナル
烏帽子です！小さなお子様も大人の方とご一緒に
ぜひご参加ください。

★ミニ烏帽子作り

２月２３日 (日 ) １０時開演
会　場：八戸市公会堂文化ホール
入場無料・予約不要

短大のお兄さん・お姉さんが大活躍！楽しい歌や
ダンス手遊びなど楽しいことがいっぱい！

★15thはちのへこどもフェスタ
　「八戸学院大学短期大学部によるオペレッタ上演」

定番イベント

親子３B体操
2月 5日 ( 水 )
10:30～11:30
<※予約開始日 >
  1/16( 木 )9：30~

にこにこ広場
2月 14日 ( 金 )
10:30～11:30
<※予約開始日 >
  1/31( 金 )9：30~

プレパパママひろば
2月 9日 ( 日 )
10:00～11:00　
<※要予約 >
  随時受付

転勤ママひろば
2月 18日 ( 火 )
10:30～11:10
※予約不要・当日受付

どんぐりサークル
2月 26日 ( 水 )
10:30～11:10　
※予約不要・当日受付

おもちゃ病院
2月 23日 ( 日 )
10:00～12:00　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
2月 16日 ( 日 )
13:00～　
※予約不要・当日受付

ふたごひろば
2月 16日 ( 日 )
10:30～12:00
<※予約開始日 >
  2/2( 日 )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。

※参加人数が多数の場合はご希望の時間に
　そえない場合がございます。
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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

★まめまき会
▼ふたごひろば
　(2/16)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(3/13)
　予約開始

▼ただじゅんと
　あそぼう！
　(2/20)
　予約開始
※詳細は HP

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★こどもはっち
　バースデー
●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

★こどもフェスタ
　オペレッタ上演
●おもちゃ病院

●どんぐり
　サークル

●親子３B 体操

建国記念日

天皇誕生日

振替休日

●転勤ママひろば

●プレママパパ
　ひろば

●ふたごひろば
●お茶会
●おたのしみ工作

●にこにこ広場

★ただじゅんと
　あそぼう！

※こどもフェスタ
　こどものまち●ミニ烏帽子作り
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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

今年も子馬ちゃんが
烏帽子をかぶって登場
です♪
春を呼ぶ、えんぶりの
季節にぴったりです。
八戸のお土産にもおす
すめですよ。

「烏帽子子馬ちゃん ￥１５００」

くれよん

期間限定！

1月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

●「親子3B体操」1月 8日 ( 水 )・15日 ( 水 ) ●「おもちつき会」1月 13日 ( 月祝 )
毎月開催しているリフ
レッシュ講座♪ベルとい
う器具を使って体をたく
さん動かしました！

今年もたくさんのお友達
が「よいしょ～！よいしょ
～！」と元気におもちを
ついてくれましたよ！

●「にこにこ広場」1月 17日 ( 金 ) ●「親子でお茶会」1月 19日 ( 日 )
プチプチやふわふわボー
ルを使って遊びました！
絵本タイムはみんな夢中
になっておはなしを聴い
ていましたよ☆

親子で簡単なお作法に
チャレンジ！節分にちな
んだ鬼のお顔の和菓子が
大人気で、お抹茶も残さ
ず飲めました♪

はちすく通信 (メールマガジン)

プレゼントキャンペーン

【応募条件】
はちすく通信に登録している方

【応募方法】（どちらかでご応募ください）

こどもはっちに設置している応募用紙の必要事項を
記入し、抽選箱に入れてください。

本文にアンケート内容を記載しご応募ください。
宛先➡  info@kodomohacchi.com

２０２０年１月２９日 (水 )　　２月２９日 (土 )

【結果発表】3 月５日 (木 )午前中
（当選者には電話でご連絡いたします）

期間中「はちすく通信」に登録すると、
プレゼントキャンペーンに参加できます♪♪
既に登録している方も、もちろん応募OK！

【必要事項＆アンケート】
①名前 (保護者・お子様 )
②お子様の年齢
③電話番号
④はちすく通信に登録しているメールアドレス
⑤こどもはっちの利用頻度
⑥こどもはっちでの思い出エピソード（ニュースレターでご紹介）
⑦こどもはっちで「やってほしい！」イベント
⑧こんなこと、あんなこと「知りたい！」という情報
⑨こどもはっちにあるおもちゃ、絵本などは満足いただけましたか？
  ⒈ 大変満足　　⒉ まあまあ満足　　⒊ ふつう 　⒋ あまり満足でない　⒌ 全然満足でない
⑩こどもはっちの職員の対応はいかがですか？
  ⒈ 大変満足　　⒉ まあまあ満足　　⒊ ふつう 　⒋ あまり満足でない　⒌ 全然満足でない
⑪ご意見・ご感想 (一言でもよろしいのでお願いします！ )

豪華賞品をプレゼント！
登録がまだの方はこちら→
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。
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で

※写真は賞品の一例です。賞品は選べません。

応募はかんたん！
ミニアンケートに

答えよう！

何が当たるかは
おたのしみに♬

冬の遊び場！なんと言っても「山の楽校」です！
雪遊びしたい放題。ソリも貸してくれますし、
お昼は「農家レストラン」のおソバも最高です！
カレーライスは辛さ控えめなので小学生でも食
べられます。

去年、3歳と小学 2
年の兄弟ですが、ケ
ンカもせず楽しんで
くれましたよ♪八戸
と比べるとホントに
雪が多くてびっくり
します !!

「オニのサラリーマン」
文：富安陽子　絵：大島妙子  （福音館書店）

えほんのじかん・ミニ！
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

　おとうちゃんの名前は、「オニガワラ・
ケン」じごくカンパニーのサラリーマン。
毎日満員のバスに乗って出勤です。
勤務先のじごくに着いたら、まずは順番
に、「えんまだいおうさま」にご挨拶。

今日の勤務はちのいけじごくの監視です。
真っ赤なちのいけじごくには、もうじゃ
が、うようよ、ぷーかぷか。「そこ、飛込
禁止、けんかをしない！！」一生懸命お
仕事します。オニの活躍をお楽しみに！

【 こどもはっちのおたんじょうび 】
おたんじょう日は１年に1度の大切な日、
いろんな思い出ができる日、そしてたくさんの
出会いがある日。パパやママになると、子ども
たちのおたんじょう日がメインになってしまう
方も多いと思いますが、自分のたんじょう日に
子どもからもらうサプライズプレゼントはとて
も嬉しいものです。私が大切にしているのは、子どもがまだ幼稚園くらい
の時にもらったお手伝い券。あれから20年、娘はプレゼントしたことを忘
れていることでしょう。まだ未使用なので、そろそろ大きなお手伝いをし
てもらおうかなあ・・と思っています。
　2月 11日（火祝）、こどもはっちは9才のおたんじょう日を迎えます！
オープン当初からフロア内は毎日子どもたちの元気な声と笑い声であふれ
ていて、私たちスタッフの元気の源となっています。皆さまに支えられ、9
年間でこどもはっちをご利用していただいた人数は、のべ472，783名 (!)
にもなります。（令和元年12月末現在）。当日はスペシャルゲストをお招き
して、素敵な音色を聞きながら♪皆さんと一緒にお祝いをします。どうぞ
ご家族で遊びに来てくださいね。

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.２３
昨年、８周年をお祝いした
こどもはっちの様子！
スペシャル工作や
おはなし会を楽しみました♪

パパだよ～

始まりましたSeason２！「お子様連れでも安心♪飲食店」
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。

「山の楽校」＆「農家レストラン」 
ちっちさん(小学2年生・3歳)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）

現在の募集テーマ
「お子様連れでも安心♪
　飲食店」

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♫ 採用された方にはプレゼントも！


