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※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。

8
August / 葉月
2020

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.jp

https://kodomohacchi.net

＜イベントの申込み・お問合せは下記へ＞

※お盆期間（8/8～8/16）

※通常開館（8/24～）
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mon tue wed thu fri sat sun
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

はっち休館日

★子ども絵画教室

★プレパパママ
　赤ちゃん
　フェスタ

●おもちゃ病院

●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

●にこにこ広場

▼にこにこ広場
　予約開始 9:30～

山の日

●どんぐり
　サークル

★にこにこ
　リモート
　(Zoom)

１回目 9:30～11:00
( 消毒作業　30分 )
２回目 11:30～13:00
( 消毒作業　30分 )
3 回目 13:30～15:00
( 消毒作業　30分 )
4 回目 15:30～16:30
※各回 15組 ( 親子 ) を限度
　とさせていただきます。

37.5度以上の熱、せきの症状がある
方は、入館をご遠慮いただきます。
・子ども一人につき大人（付き添い者）
　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。

夏休み (7/23~8/23) の開館時間を変更いたします。

【開館時間】 【利用者の制限について】

【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。

イベント中止のお知らせ
（８月分）

定番イベント
お茶会・３B体操 について

親子３B 体操について

リモートで！子育て相談事業
開始のお知らせ（８月１日より）

事前予約制となりますので、希望する日時
を明記の上、メールでお申し込みください。
プレパパママもOK！
お気軽にお問い合わせくださいませ。

info@kodomohacchi.com

●親子でお茶会→
8 月までお休み
●親子３B体操→
当面の間、お休み

（「親子リズム体操」は引き続き開催して
まいりますのでぜひご参加ください）
毎回楽しみにしてくださっていた皆様には
大変申し訳ございませんが、何卒ご理解く
ださいますようお願い申し上げます。

新型肺炎ウイルス拡大防止のため、8月に
開催予定だった以下のイベントを中止いた
します。楽しみにしてくださった皆様には
大変申し訳ございませんが、何卒ご理解く
ださいますようお願い申し上げます。
＜中止イベント＞
・8月 18日 ( 火 )　転勤ママひろば
・8月 23日 ( 日 )　親子でお茶会
・8月 29日 ( 土 )　こどもはっちワークショップ

【以下の点、ご了承お願いします】
・職員はマスク着用でお迎えします
・チケット、金銭の受渡はトレイでやりとりします
・こどもはっち内での飲食は授乳室・授乳コーナーも含め、ご遠慮ください

【通常開館時間 8/24～（夏休み期間中は変更します）】
１回目　　９：３０～１１：３０
２回目　１２：００～１４：００　※各回の間には３０分の消毒作業を実施
３回目　１４：３０～１６：３０　※各回２０組（親子）まで　

お申し込み方等、詳しくはWEB
ページをご確認ください

８月２４日 (月 )１０：３０～１０：５０ 
対　象：就学前まで

８月１日 (土 )・２日 (日 )・２９日 (土 )
①１０：３０～ 　②１４：３０～ 
※各回２組ずつ３回に分けて開催します。
※材料に限りがあるため、工作は１家族１個といたします
※お盆期間 (8/8～8/16) 中は、ご来館のお子さま全員に、
　スタッフ手作りの工作おもちゃをプレゼント！

★リモートサークル リモートサークルのお申し込みは、
８月１日 (土 )10：00～
メールでの受付のみとなります。
（定員：各回親子８組）Webミーティングツール

「Ｚｏｏｍ」をつかって、サークルを開催します。
スマホ・タブレット・パソコンなどで簡単に参加できますよ♪

８月２６日 (水 ) 集合時間１０：３０～ 
場　所：三八城公園 (遊具のある場所 )
対　象：１才～就学前
参加費無料・予約不要
※現地集合・現地解散となります。雨天中止。
　中止の場合、LINE やメールマガジン「はちすく通信」でお知らせします。

★どんぐりサークル

８月は三八城公園の遊具で遊んだり、お散歩をします！おやつを
食べながら交流も楽しみましょう！

●定番イベント

★おたのしみ工作

大好評につき毎月開催しているイベントです。

おもちゃ病院
8月 23日 ( 日 )
10:00～12:00
場所：はっち５階
　　　レジデンスB
※当日受付

にこにこ広場
8月 21日 ( 金 )
10:30～11:30
※要予約 :
　8/3( 月 )9:30～受付
※定員 : 親子 10組

お盆期間中 (8/8～8/16) は、
絵本の貸し出しをお休みします。
返却は随時受付いたします。

お盆期間の
絵本貸出はお休みです。



　おじいちゃんの畑にたくさんのすいかがなりました！
真っ赤なすいかはどれかな？「ポンポン」「カンカン」
たたくと甘いスイカがわかるんだって！！
パッカーン割ってみると　まっかっかーーー

みんなでかぶりつくと・・・
す・い・かで始まる言葉遊びもたくさん出てきて夏にぴったり楽しいえほんです。

「すきだから　いっこまるごと　かじりたい」

おもちゃハウスおもちゃハウス

Toy House CrayonToy House Crayon

HandMade In HachinoheHandMade In Hachinohe

おすすめや入荷商品など、
LINE でご紹介しています！
ご登録はこちら

おすすめ
商品

お野菜セット
(フェルトおままごと ) 

公
式
くれよん

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

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

１,９８０円

ごぼう・だいこん・
にんじんに、八百屋さんに
売っているお野菜のセット
です。青森県ならではの王
林も入っているよ♪お家で、
八百屋さんごっこを楽しん
でね！

【内容】
ごぼう・だいこん・
にんじん・長ねぎ・
さつまいも・じゃが
いも・なす・とまと・
王林　各１個
いちご　２個

八戸市
新井田公園
はるさんのおすすめ！

八戸市
新井田公園
ゆうたさんのおすすめ！

八戸公園内
三八五こども館
こどもはっちのおすすめ！

十和田市
駒っ子ランド
かーちゃんさんのおすすめ！

振り返り編！第二弾！これまでみなさんにご投稿いただいた
“はちスポ=みんなのお気に入りの場所” を、まとめてご紹介いたします！

●７月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

にこにこ広場
７月１７日 (金 )

おたんじょうび会
７月９日 (木 )

親子リズム体操
７月８日(水 )・１５日(水 )

転勤ママひろば
７月７日 (火 )

参加者のママ同士で自
己紹介やフリートーク
で盛り上がりました♪
参加した子どもたちに
も、スタッフ手作りの
フェイスカバーをプレ
ゼント！パンダやイチ
ゴなどかわいいイラス
ト入りで、子どもたち
も喜んでいました！

大人も子どもも元気よ
く体操を行いましたよ
～！
体操の合間には、細長
い形、丸い形、いろん
な形の大きなバルーン
で遊びました♪子ども
たちはふわふわの感触
を楽しんでいました！

7月＆８月生まれの
１才～３才のお友だち
が参加！最近できるよ
うになったことをイン
タビュー！
「弟のお世話をしてくれ
るようになった」「お話
ができるようになった」
などなど、できること
がたくさん増えたそう
です (^^)/

トンネルくぐりや、風
船遊び、お祭りの引き
子体験など色々な遊び
を体験しました。
赤ちゃん達のはっぴ姿
が可愛くて、写真もた
くさん撮って、夏の思
い出ができましたよ♪

８月３０日 (日 )１０：００～１５：００ 
★プレパパママ・赤ちゃんフェスタ

プロカメラマンによるマタニティ・
　赤ちゃん記念フォト撮影会
場　所：はっち１階・シアター１
参加費：写真代 500円（KG版）
ステキな１枚を撮影してみませんか？♪

パパママ応援スペシャルコンサート
場　所：はっち２階・シアター２
※要予約（先着 50 名）
名曲や童謡をバイオリンとピアノで奏でる
コンサートです♪赤ちゃんから参加OK !!

パパの妊婦体験
場　所：はっち１階・はっちひろば
妊婦さんのお腹を再現したエプロンをつけて、
ママの気持ちを体験してみませんか？

赤ちゃん用品販売会
場　所：はっち１階・はっちひろば
おんぶ紐やだっこ紐、良質な玩具、ベビー用品
などの販売を行います。

新生児用品おさがりコーナー
場　所：はっち１階・はっちひろば
こどもはっちに寄せられたおさがり品（おくるみ、
ロンパースなど）を無料でお渡しいたします。

「すいか！」
えほんのじかん・ミニ！

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

文：石津 ちひろ
絵：村上康成（小峰書店）

オムツ替え


