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2020

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一部「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。

イベントカレンダー
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●…定番のイベント
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0178-22-5822 ・ 0178-20-0840

kodomohacchi@yahoo.co.jp
八戸市三日町 11-1
八戸ポータルミュージアムはっち 4F

https://kodomohacchi.net

★…不定期開催のイベント
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＜イベントの申込み・お問合せは下記へ＞
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サークル
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●転勤ママひろば ●親子リズム体操
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４月に募集した「我が家のほっこり家族写真」を２０点展示します！
家族旅行での思い出の１枚や、日常の中で幸せを感じる１枚など、
とっても可愛らしい写真が勢ぞろいです。
思わず “ほっこり” した気持ちになる写真展を是非ご覧ください！

★オレンジデー

一般の方のご入場は、１２時からとなります。
ご理解ご協力をお願いします。

14
●おもちゃ病院
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場：こどもはっち

入場料：小学生以上 100 円 ( 障がい者手帳・愛護手帳を
お持ちの方は 50 円 )

集団になじめない、お友だちと上手に遊べない、、など
ハンディキャップのある子どもたちと、その家族のための開館日で
す！車いすの方はそのまま入場可能です。小学生も利用可能です。

★リモートサークル
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●どんぐり
サークル

★どんぐり
リモート
サークル
(Zoom)

13

●にこにこひろば
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30

場：はっち１階ギャラリー１

入場無料

会

はっち休館日

29

会

６月２８日 ( 日 )９：３０〜１１：３０

★こどもはっち
家族写真展
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★こどもはっち写真展 〜我が家のほっこり家族写真展〜
６月２日 ( 火 )〜７日 ( 日 )
９：００〜２１：００（最終日は１６：００まで）
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★オレンジデー

【以下の点、ご了承お願いいたします】

・職員はマスク着用でお迎えします（検温・手洗いを徹底いたします）
・チケット、金銭の受渡はトレイでのやりとりとなります
・入場時、参加者の氏名、住所、連絡先をご記入いただきます
・玩具の消毒作業 (2 時間おき 30 分 ) を行います

こどもはっち再開のお知らせ

が登場！

お申し込み方法
等、詳しくは
WEB ページをご
確認ください

Web ミーティングツール「Ｚｏｏｍ」を
にこにこリモートサークル
つかって、サークルを開催します。
６月１５日（月）１０：３０〜１０：５０
スマホ・タブレット・パソコンなどで簡単 対象：０〜1 才
に参加できますよ♪
リモートサークルのお申し込みは、
６月１日（月）10：00 〜
メールでの受付のみとなります。
（定員：各回親子８組）

●定番イベント

どんくりリモートサークル
６月 ２９日（月）１０：３０〜１０：５０
対象：１才〜未就学児

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。

こどもはっちは６月１日 ( 月 ) から再開いたしました。開館時間・閉館時間に変更はござい
ませんが、皆様の安全面を考慮し、以下の予防策を実施させていただきます。

【開館時間】

【利用者の制限について】

１回目

37.5 度以上の熱、せきの症状がある

9:30〜11:30

( 消毒作業 11:30〜12:00)

方は、入館をご遠慮いただきます。

２回目

・子ども一人につき大人（付き添い者）

12:00〜14:00

( 消毒作業 14:00〜14:30)
１回目

14:30〜16:30

※各回 20 組 ( 家族 ) を限度
とさせていただきます。

は 2 名までとさせていただきます。
付き添い者の入れ替わりは無料です。
・小学生は土日祝の午後（2 回目以降）
からの入館とさせていただきます。

【飲食について】
こどもはっち内での飲食は、授乳
室内、授乳コーナーも含めご遠慮
下さい。離乳食のみ利用可能です。
「お昼ご飯タイム」は当面の間、
お休みいたします。

【ご利用の際のお願い】
入場される方は、参加者の氏名、
住所、連絡先のご記入をお願いいた
します。小学生以上の方はマスクと
靴下の着用をお願いします。

利用者の皆様にはご不便をおかけいたしますが、コロナウイルス感染拡大防止
にご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

にこにこ広場
6 月 12 日 ( 金 )
10:30〜11:30

おもちゃ病院
6 月 14 日 ( 日 )
10:30〜11:30
当日受付

転勤ママひろば
6 月 16 日 ( 火 )
10:30〜11:30

親子リズム体操
6 月 17 日 ( 水 )
10:30〜11:30

どんぐりサークル
6 月 24 日 ( 水 )
10:30〜11:30

●おたのしみ工作、材料無料提供いたします（１家族１セット）
※三密を防ぐため、「おたのしみ工作」はしばらくお休みさせて頂きますが、代わりにお家で作れる
よう工作材料を無料で提供いたします。作り方は工作ブログをご参照ください。
※数に限りがありますので、ご兄弟でお越しいただいた場合でも１家族１セットとさせて頂きます。
ご理解ご協力をお願いいたします。

- お家で読もう -

蔵書数なんと こどもはっちにある約 2000 冊の絵本の中から、
２０００冊！ 好きな絵本を借りることができますよ！

絵本

母 の成長

●受付時間

9：3０〜１6：3０
１人２冊まで、期限は１週間です。

※絵本貸出の利用には
入場料を頂戴いたします。
返却の際は入場料無料です。

【登録方法】

●貸出・返却方法

ＱＲコードを読み取っ
て、おともだちに追加
してください。(ＩＤ
や電話番号で検索する
ID：@awk6512m
ことも可能です！ )
TEL：0178-22-5822

こどもはっちにお越し頂き、スタッフへお声掛けください。
お子様とご一緒でも、大人の方だけでもご利用頂けます。

汚れない♪フィンガーペイント
＜作り方＞

読み聞かせ動画、マジック動画など、こども
はっちスタッフによる動画の配信もあります！！
ご登録がまだの方はぜひご登録ください！

①画用紙をジップロックに入るサイズに切りましょう。
②画用紙の上、数ヶ所に絵の

・ジップロックの袋
・画用紙
・絵の具
< 遊び方 >

LINE 毎日、 友達 370 人突破！
配信しています！

●貸出期限など

貸出しております

＜材料＞

ありがとう！

具を出します。絵の具は

恐竜の赤ちゃん

「Ｋ-hacchi ガオ」
です！
ガオくんって呼んでく
ださいね！これから
LINE で配信する動画や、
いろんなイベントに登
場するので、楽しみに
していてくださいね♪

たっぷり出した方が感触を
楽しめます！

子ども服の無料提供品、募集中です ！

③ジップロックに画用紙を入れて蓋を閉じて完成です。

新型肺炎ウイルス感染拡大防止のため、６月７日（日）に開催を予定しておりました

絵の具を上からなぞるように、指で伸ば

「春夏物！おさがり掘り出し市」は中止となりました。毎年楽しみにしてくださっていた

してみたり、潰してみたり、自由に遊んでみましょう。
「この絵の具の形、何に見える？」という風に、パパや

皆様には大変申し訳ありません。

ママと当てっこしても楽しいです。

子ども服の無料提供品は、こどもはっちにて受付を行っております。
サイズアウトしたお洋服など、お持ち込みいただけると幸いです。

こどもはっち
スタッフ
えほんのじかん・ミニ！
推薦図書

＜受付時間＞

9 時３０分〜１６時３０分

「いろいろばあ」

毎月第二火曜日は、はっち全館休館日です。

作：新井 洋行（えほんの杜）

いろんな色がいろんな形に変身する
楽しい絵本です。
「ばあっ！！」とお子様と声を合わせ
て、楽しく読んでみてください♪
視覚的に楽しめるので赤ちゃんにも、
はじめて絵の具を使って遊ぶ子にも、おすすめです。

はっち４階

おすすめ
商品

Toy House Crayon

ご登録はこちら
公式

くれよん

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

￥ 1,980 〜
くれよんの人気商品「布絵本」

〜１２０cm くらいまで

こどもはっち

まで

あらかじめ、サイズ別に分けてお持ち頂きたく
お願いいたします。
おさがりとして着られるキレイな状態の物の
ご提供をお願いします。
なお、受け渡しはこどもはっち内の無料提供コーナー
にて随時、１家族５点まででお渡ししています。
詳細は WEB ページをご確認ください。

に新作が入りましたよ！
しい
やさ
地♪
り心
さわ

おすすめや入荷商品など、
LINE でご紹介しています！

手づくり布絵本

●衣類：春夏物で新生児サイズ
●くつ：１８cm

＜受付場所＞

HandMade In Hachinohe

おもちゃハウス

＜募集する無料提供品のサイズ・状態など＞

「いないいないばあ」をして遊ぶ
動物たちが登場する布絵本です♪
手づくりの温かさがある可愛らし
い絵本なので、プレゼントにも
オススメですよ♪♪

着払いでの郵送も承ります。下記までご連絡ください。
hachinohe̲mirai̲net@yahoo.co.jp

おうちで作ってみよう！
こどもはっちスタッフおすすめ工作！
こどもはっちでは、工作ブログを開設しております。
人気工作、季節の工作をホームページでご紹介して
まいりますので、ぜひおうちで作ってみてください！

↑QR コードで工作ブログ
にアクセス！

