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こどもはっち
ニュースレター
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。

9
September / 長月

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＞

★ふたごデー
(※一般利用 12:00～)
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★人形劇団プーク
　海外作品

★オレンジデー
(※一般利用 12:00～)
●おもちゃ病院
●プレパパママ
　ひろば
●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●ホコテン

●親子でお茶会
●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

●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 ●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●どんぐり
　サークル

●にこにこ
　リモート
　(Zoom)

●転勤ママひろば
★無料提供品
　の受付開始
　（～30日まで）

●親子リズム
　体操

●親子リズム
　体操

●どんぐり
　サークル

●おたん
　じょうび会
　(９月生まれ )

●転勤ママ
　ひろば

★こどもはっち
　美術館 (10/4 まで )

敬老の日 秋分の日
▼転勤ママひろば
　(10/6･20)
　予約開始 9:30～

▼親子リズム体操
　(10/7･21)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(10/9･23)
　予約開始 9:30～

１回目 9:30～11:30
( 消毒作業 30分 )

２回目 12:00～14:00
( 消毒作業 30分 )

３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。

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。

・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。

新型肺炎ウイルス拡大防止への対応のお知らせ
皆様の安全面を考慮し、以下の予防策を実施しております。ご理解ご協力をお願い申し上げます。

【開館時間】 【利用者の制限について】 【飲食について】

【ご利用の際のお願い】

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。

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。

【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

子ども服の無料提供品、募集中です！ 「ファミリーコンサート」が
DVDになりました！９月１日 (火 ) から
レンタル開始します♪

「イベントの定員が少なく
 参加できません」
　（こどもはっちご利用者のお声）

たくさんの親子が参加できるよう、下記 4つのイベントは

９月から月２回開催となります。

定番イベントの開催回数を増やしました！

９月２０日 (日 )　９：３０～１１：３０ 
場　所：こどもはっち
参加費無料（入場料別途）・予約不要

★《特別開館日》ふたごデー

ふたご、三つ子、四つ子など多胎児のお子様をもつご家族のため
の開館日。こどもはっちの中で交流を楽しみながら遊びましょう！
小学生のお子様も入場可能です。
　※一般の方のご入場は、１２時からとなります。
　　あたたかいご協力をお願いします。

９月２９日 (火 )～１０月４日 (日 )
９：００～２１：００
（最終日のみ 16:00 まで開催） 
場　所：はっち１階　ギャラリー１
入場無料・予約不要

★こどもはっち美術館

「子ども絵画教室」で子ども
たちが描いた作品を展示しま
す！子どもたちの個性が溢れ
る水彩画作品を是非ご覧くだ
さい！

新型肺炎ウイルス感染防止のため
中止となった「こどもはっち七夕
ファミリーコンサート」の貸し出
し用ＤＶＤが完成しました！
こどもはっちの新キャラクターの
ガオくんや、ミカお姉さん、愉快
な仲間たちが登場します。
「パプリカ」「さんぽ」「ぼよよん
行進曲」「ミックスジュース」など、
子どもたちに大人気の歌が満載で
す♪たくさんのご利用お待ちして
おります！

９月２７日 (日 )　９：３０～１１：３０ 
場　所：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））

★《特別開館日》オレンジデー

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。
　※一般の方のご入場は、１２時からとなります。
　　あたたかいご協力をお願いします。

・貸し出しは無料・予約不要です。
・数に限りがあるため、貸し出し期限は１週間です。

新型肺炎ウイルス感染拡大防止のため、
「秋冬物！おさがり掘り出し市」は中止となりました。
無料提供品を募集し、状況が落ち着いてから必要とする親子
へお渡ししたいと考えております。

＜受付期間：9/1～9/30＞
　9時３０分～１６時３０分
　（毎月第二火曜日は、はっち全館休館日です。）
＜受付場所＞
　はっち４階　こどもはっち
＜募集する無料提供品のサイズ・状態など＞
　●衣類：秋冬物で新生児サイズ
　　　　～１２０cmくらいまで
　●くつ：１８cm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。

・転勤ママひろば ・どんぐりサークル
・親子リズム体操 ・にこにこ広場

初めての方
も、ぜひご
参加くださ
い！



　今日も晴れたので、ママと
お散歩！
森を一緒に歩いていると、
「ちゅー、ちゅー、ちゅー」
かわいい鳴き声が。
「ねずみさん、こんにちは！」
元気にご挨拶です。「ねずみ
さん、ばいばい」
お別れすると、「にゃ～」こんどはだれだろう？
お散歩を楽しんでいると次々お友だちが登場するよ。
みんなにご挨拶すると気持ちがよいね！！

リモートで！子育て相談
受付しております（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

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

たまご絵本
( フェルト製 ) 

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.jpID ：@laf8859

TEL：0178-20-0840

２,７００円

読書の秋、フェルトの温かみのある絵本で、
楽しんでください。卵の中から、かわいい
虫さんやワニさんが産まれるよ！
赤ちゃんの頃はお母さんにお話ししてもら
い、大きくなったら、物語を自分で作って
遊べる創造力のつくフェルト絵本です♪

八戸市南郷
山の楽校＆農家レストラン
ちっちさんのおすすめ！青森市

浅虫水族館
ゆいさんのおすすめ！

八戸市
館鼻公園＆漁港ストア
かーちゃんさんのおすすめ！

八戸市
史跡根城の広場
はなちゃんさんのおすすめ！

※WEBをご確認ください

振り返り編！第三弾 (最終回 ) ！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！

●８月イベントのご報告
　Last month on KODOMOHACCHI

にこにこ広場
８月２１日 (金 )

子ども絵画教室
８月９日 (日 )

三社大祭の壁面装飾

こどもはっちの中に八戸
三社大祭をイメージして
製作した「ももたろう」
の壁面を飾りました！
はっぴ、花笠、うちわも
用意してスペシャルフォ
トコーナーに！！市民の
方も、遠方からいらした
方も喜んでくださいまし
た！

今年の夏も絵画教室を開催
しました！カブトムシや朝
顔などの夏らしい作品、自
分の好きなこと、好きな物
などを一生懸命に描いてい
ました♪

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♪

●定番イベント 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。

にこにこ広場
９月 1１日 ( 金 )
　　２５日 (金 )
10:30～11:30
※要予約

親子リズム体操
９月　２日 (水 )
　　１６日 (水 )
10:30～11:30
※要予約

おたんじょうび会
９月１０日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
９月生まれ対象

転勤ママひろば
９月　１日 (火 )
　　１５日 (火 )
10:30～11:30
※要予約

どんぐりサークル
９月　９日 (水 )
　　３０日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

プレパパママひろば
９月２７日 (日 )
13:30～14:30
※要予約

おもちゃ病院
９月２７日 (日 )
10:00～12:00
※当日受付

リモートサークル
９月１４日 (月 )
10:30～10:50
※要予約<メール受付のみ>

親子でお茶会
９月６日 (日 )
10:00～（４回開催）
※定員となりました

※要予約イベントのお申し込みは、２週間前の 9：30～
電話での受付となります。（定員：各イベント親子 10組）
[！ ] 月２回開催の場合は１回目の開催日の２週間前から受付いたします。
[！ ] リモートサークルはメールでのみ受付しております。

「こんにちは、ばいばい」
えほんのじかん・ミニ！

こどもはっち
スタッフ
推薦図書

作：サトシン
絵：北村裕花   （神宮館）

もう手放せない！


