
公
式

公
式Webページ

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
2020.MARCH 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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< ATTENTION >

３月７日 (土 ) ９時３０分～１２時３０分
会　場：こどもはっち内

★オレンジデー

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！
おはなし会やおたのしみ工作もありますよ♪

３月１日 (日 )１０時３０分～１２時３０分
会　場：はっち３階 　和のスタジオ
対　象：就学前のお子様を持つ親子
参加費無料・予約不要
お雛様とお内裏様のお衣装を着てひな祭りを楽しもう！

★なりきりひな祭り
３月１日 (日 ) 
①１０時３０分～ ②１０時４５分～ 
③１１時００分～ ④１１時１５分～
⑤１１時３０分～ ⑥１１時４５分～

会　場：はっち３階 和のスタジオ
対　象：就学前のお子様を持つ親子
定　員：各回先着８名　参加費無料・予約不要
白酒や雛菓子をみんなでいただきましょう♪

★おひな祭り会

３月２９日 (日 ) １０時 ～１２時
会　場：はっち１階 シアター１
入場無料・予約不要

高校生や大学生のお兄さん・お姉さん
と紙コップタワーや紙コップのお家…
いろいろなものを作ってみよう！

春休み特別企画ワクワク遊びの広場
★プレプレパーク紙コップランド

定番イベント

2・3月生まれの
おたんじょうび会
3月 12日 ( 木 )
10:30～11:30
 ※予約不要・当日受付

にこにこ広場
3月 13日 ( 金 )
10:30～11:30
<※予約開始日 >
  ２/28( 金 )9：30~

プレパパママひろば
3月 22日 ( 日 )
10:00～11:00　
<※要予約 >
  随時受付

転勤ママひろば
3月 17日 ( 火 )
10:30～11:10
※予約不要・当日受付

どんぐりサークル(ランチ会)
3月25日(水)
10:30～11:10　
※予約不要・当日受付

おもちゃ病院
3月 15日 ( 日 )
10:00～12:00　
※予約不要・当日受付

親子でお茶会
3月 15日 ( 日 )
10:30～　
※予約不要・当日受付

親子3B体操
3月 18日 ( 水 )
10:30～12:00
<※予約開始日 >
  3/2( 月 )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。

※通常のご利用は12時30分からとなります。
　皆様のあたたかいご協力をお願いいたします。

こどもはっちのひな祭り

　【中止イベント】
・3月 1日 ( 日 )　 なりきりひなまつり /おひな祭り会
・3月3日(火)・4日(水) みんなの学校 in はちのへ 家庭教育セミナー
・3月 12日 ( 木 )  おたんじょうび会 (2月・3月 )
・3月 13日 ( 金 )  にこにこ広場
・3月 15日 ( 日 )  親子でお茶会
・3月 17日 ( 火 )  転勤ママひろば
・3月 18日 ( 水 )  親子３B体操
・3月 22日 ( 日 )  プレパパ・プレママひろば
・3月 25日 ( 水 )  どんぐりサークル
・3月 29日 ( 日 )  プレプレパーク紙コップランド

新型コロナウイルスの感染拡大を防
ぐため、利用者の皆さまの健康と安
全確保を最優先に考え、右記のイベ
ントを中止とさせていただきます。
要申し込みのイベントもあり、楽し
みにしていただいたところ申し訳あ
りませんが、何卒ご理解くださいま
すようお願い申し上げます。
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　心ってどこにあるのでしょうか？
好きな人に会ったらほっぺが真っ赤になった！
心はほっぺにあるのでしょうか？ いや、心は
目にあると思うよ。怒っていても、喜んでいて
も、悲しくてもすぐに、わかるもの。
涙もうれし涙、悔し涙、いろいろある
から、涙の中に心があるのかもしれな
いね。
　子どもたちと動物さんたちで心って
どこにあるか、お話をしていきます。
心ってすごいね。形はみえないけど体
のいろんなところにあるんだね！！
　みんなの心はどこにあるかな？

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

フェルトで作った美味しそうなおに
ぎりやおかず。お母さんのまねっこ
して、お弁当を詰めたり、食べたり！
ごっこ遊びを楽しめます。暖かく
なったら、ピクニックごっこも楽し
いかもしれませんよ！

「フェルトのおべんとう ￥１2００」

くれよん

〈漁港ストア〉
住所：青森県八戸市新湊３－４－２０
電話：０１７８－３３－２２４４
営業時間：７：００～１９：００

投稿者さんおすすめ飲食店♪

お話によると、「漁港スト
ア」で昼食をとって１日
コースで遊ばれたそう！
昔ながらの雰囲気が漂う
「漁港ストア」は大人の方
は懐かしく、お子様は新
鮮に感じられ、親子での
んびりできる食堂です。

2月のこどもはっち　Last Month on Kodomohacchi

おひな祭りの製作やフリー
トークで交流を深めまし
た！先輩パパママの存在は
とっても心強いですね！

「八戸えんぶり」の期間中、
お子様が被れるサイズの烏帽
子作りを開催！烏帽子を被っ
てえんぶりを見に行ってくれ
たお友達もいました♡

●「まめまき会」2月２日 (日 ) ●「こどもはっちバースデー！」2月11日(火祝)

●「ふたごひろば」2月１６日 (日 ) ●「ミニ烏帽子づくり」２月1７日(月)～２０日(木)

●「転勤ママひろば」２月１８日 (火 ) ●「ただじゅんとあそびっこ」２月２０日 (木 )

今年もたくさんのお友達が
「鬼は外ー！」と元気にま
めまきをしてくれました♪
最後は鬼さんとお友達に
なってハイ、ポーズ！

澤向直子さんをお迎えしてこ
どもはっち9才の誕生日をみ
んなでお祝いしました♪大好
きな楽曲に子どもたちはノリ
ノリ♪

今月は八戸のお土産品
「サバ缶」の試食を行いま
した！転勤ママたちに1番
好評だったのは柚子胡椒味
でしたよ☆

親子でたっぷりふれ合える親
子遊びを教えてもらいまし
た！簡単工作や太鼓のリズム
遊びはママやパパも楽しみな
がら体験できました！

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。

グレットタワーの
南側の見晴らしの
良い場所に遊具が
あります。隣に「八
戸市みなと体験学
習館」では、防災
や歴史を学べたり、
大型スクリーンで
ゲームも出来ます。

「心ってどこにあるのでしょう？」
作：こんのひとみ　絵：いもとようこ  （金の星）

えほんのじかん・ミニ！

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

【 贈ることば…　  うた　 】
あっという間に３月、やっと３月、感じ方はそれぞれですね～。
進級、入園の準備、引っ越しの準備など、新年度に向けて慌ただしくなる
3月ですね。楽しかったこと、大変だったこと色々な思いが溢れ出す3月
…そして期待もあるけど、ちょっと不安になったり、ストレスもＭＡＸ
そんなときは親子で、声を出して歌おう！『アンパンマン体操』

あんなこと、こんなこと ～ささやきコーナー～ Vol.２5
こどもはっちのスタッフが月替りで想いを語るコラムです。

♪もし自信をなくしてくじけそうになったら、

　いい事だけいい事だけ思い出せ♪

♪楽しいこといっぱい　でもさびしくなったら、

　愛すること愛することすてないで♪

声を出して歌おう　『アンパンマン体操』

ある意味ではトレーニング

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。

⇒貴重なお声をありがとうございます。
こどもはっちでは、職員一同知恵を合わせて、親子の皆さんが楽しんで、笑顔で帰っ
ていただけるような、行事やイベントを常に考え企画していますが、人気のイベント
などは、先着順で入場制限をしたり、ご用意した材料が不足することもあります。
　2月に行われた豆まき会には、予想を超えて500名以上の方がいらっしゃり、大
変ご迷惑をおかけしました。急遽、次の回の整理券を発行するなど、ご対応をさせて
いただきましたが、皆さんに参加いただけなくて、本当に申し訳ありませんでした。
　今後も、振り返りと反省を生かして、ニュースレターやメルマガを通して迅速な情
報のご提供をして、皆さんのご期待にそえるように頑張ってまいります。

イベントの参加人数の設定や受付方法をもっと改善してほしい。
いつも残念な思いをしている子どもたちや家族がたくさんいます。

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。

「館鼻公園」 
かーちゃんさん(6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！


