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●親子リズム体操

●どんぐりサークル

●リモート
　サークル

●おたん
　じょうび会
　(10 月生まれ )

★こどもはっち写真展 (10/14 まで )

★こどもはっち写真展 (10/14 まで )

★こどもはっち写真展 (10/14 まで )

★こどもはっち美術館 (10/4 まで )

▼リモートサークル
　(10/26)
　予約開始 9:30～

▼親子リズム体操
　(11/4･11)
　予約開始 9:30～

▼おたんじょう会
　(11/12)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(11/13･27)
　予約開始 9:30～

▼ハロウィン (10/25)
▼おたんじょう会 (10/15)
　予約開始9:30～
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●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
１０月　９日 (金 )
　　　２３日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

親子リズム体操
１０月　７日 (水 )
　　　２１日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

おたんじょうび会
１０月１５日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
１０月生まれ対象

転勤ママひろば
１０月２０日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
１０月１４日 (水 )
　　　２８日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

リモートサークル
１０月２６日 (月 )
10:30～10:50
※要予約

親子でお茶会
１０月１８日 (日 )
10:00～（４回開催）
※要予約

※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。

１０月１日 (木 )～１４日 (水 )　
場　所：こどもはっち前 通路
入場無料・予約不要

★こどもはっち写真展
８月に開催した『プレパパママ・
赤ちゃんフェスタ』で写真パネ
ルが当選した１０家族のステキ
な家族写真を展示します！

１０月２５日 (日 )　　①１０：３０～１１：１０
    ②１２：３０～１３：１０
    ③１４：３０～１５：１０
場　所：はっち１階　シアター１　定　員：各回親子１２組
対　象：生後２４ヶ月までのお子様を持つ親子
参加費：お子様１人２００円
＜要予約＞10/1( 木 ) 9:30～予約開始
　※定員になり次第、締め切りいたします。

★ばぶちゃんハロウィン

おやつがたくさん貰える「おやつツアー」や、みんなで歌って踊れる
「ミニコンサート」など親子で楽しめるハロウィンイベントです♪仮装
コンテストも行いますので、是非仮装して遊びにいらしてください！

１０月６日 (火 )　集合時間１０：３０
集合場所：みんなの森のはらキッズ (西白山台の薬王堂隣 )
　対　象：県外出身のママや転勤でいらしたママなど
　定　員：親子２０組　参加費無料
　＜要予約＞9/22( 火祝 ) 9:30～予約開始
　※定員になり次第、締め切りいたします。

★転勤ママひろば「秋の遠足」

白山台にある『みんなの森のはらキッズ』に遠足に行きます！
今回は現地集合・現地解散となります。お車のない方はジャンボ
タクシーで出発♪詳細はホームページをご覧下さい。

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。
・小学生は午後（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。



　森で迷子になった女の子が小さなお家を見つけます。
中をのぞくと誰もいないので入ってみることにしました。食堂のテーブルに
は、スープの入った大きいおわん・中くらいのおわん・小さいおわんが３つ
おかれていました。女の子はそれぞれ一口づつ飲み一番おいしかった小さな
おわんのスープを飲みほしてしまいました。
　実は、このお家３びきのくまの家だったのです。散歩から帰ってきたくま
が家に戻ってみると中はぐちゃぐちゃです。ベットですやすや眠る女の子を
見つけ追いかけますが・・古くから親しまれているロングセラー絵本です。

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 編み帽子 

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

１,０００円
りんご・かぼちゃ・どんぐりなど毎年大人
気のかわいくて暖かい編み帽子が
今年も入荷してまいりました！
かぶるとかわいい果物に変身しちゃう♡
どの果物にへ・ん・し・んしてみる～
お写真を撮ってもかわいいと思います！！

はちすく通信＠ＬＩＮＥがスタート！！
１０月１日 (木 ) よりメールマガジン
「はちすく通信」のＬＩＮＥ版がスタート！
メールマガジン「はちすく通信」も引き続き配信いた
します。どちらもご登録頂くと、八戸の子育て情報・
イベント情報が丸わかりです！

※はちすく通信・はちすくＬＩＮＥは、八戸市より委託を
　受け、ＮＰＯ法人はちのへ未来ネットで配信しております。

＜登録方法＞
「友だち追加」画面で
「ＱＲコード」タップ、
カメラでＱＲコードを
読み取り、表示されて
いる「追加」ボタンを
押してください。ＩＤ
や電話番号での検索も
可能です。

ID: @awk6512m
電話番号 :
0178-22-5822

ご協力、
よろしくお願い
いたします。

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ＤＶＤです！
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。
たくさんのご利用お待ちしております！

＜曲目＞
～オープニング～
①さんぽ
②虹のむこうに
③幸せなら手をたたこう
④パンダうさぎコアラ
⑤おはなしゆびさん
⑥ミックスジュース
⑦青い空に絵をかこう
⑧パプリカ
⑨ぼよよん行進曲
～エンディング～

・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。

●９月イベントのご報告
　Last month on KODOMOHACCHI

人形劇団プーク公演
９月２１日 (月祝 )

ふたごデー
９月２０日 (日 )

親子でお茶会
９月６日 (日 )

新型肺炎ウイルスのた
め暫くお休みしていた
お茶会が再開！お抹茶
と和菓子をいただきな
がら親子で和やかな時
間を過ごしました。

今回初開催でしたが、８組
の双子家族が参加し、交流
を深めました！特別企画と
して、お買い物ごっこ＆工
作＆おはなし会も行いまし
たよ～♪

人形劇「くるみ割り人形」
「こやぎと狼」を鑑賞しま
した。生の舞台芸術に触
れ合って、赤ちゃんもち
びっこたちも大興奮の様
子でした！

入場券・再入場についてのお願い

＜入場券について＞
こどもはっち入場券
の使用期限は１日限
りとなります。翌日
以降の再入場には使
用できませんので、
ご了承ください。ま
た、別のご家族への
譲渡は禁止とさせて
頂きます。皆様のご
理解ご協力をお願い
いたします。

＜再入場について＞
再入場の際、受付ス
タッフに入場券のご
提示をお願い致しま
す。紛失した場合は、
入場料をお支払い頂
きますので、ご注意
ください。

無料提供品の受け渡しについて

１０月４日 (日 ) から、こどもはっち内で無料提供品を配布いたします。
数に限りがありますので、１家族５点までとさせていただきます。
ぜひご利用ください (*^^*)
｠※無料提供コーナーのみご利用の場合も入場料を頂戴いたします。
　あらかじめご了承くださいませ。
今回、無料提供募集にご協力くださった皆様、ありがとうございました。

リモートで
子育て相談
ご予約受付中

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。

info@kodomohacchi.com

「３びきのくま」
えほんのじかん・ミニ！こどもはっち

スタッフ
推薦図書 作：L・Nトルストイ

絵：バスネツォフ　訳：おがさわら とよき   （神宮館）

どうやっても、こうなる


