
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。
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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＞
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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
★夢フェスティバル
★ふろしき市
★サトシンさんと遊ぼう

★ふたこデー
●おもちゃ病院

★親子バス遠足

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★ちぢみっこ＆
　魚つり

★ちぢみっこ＆
　魚つり

★ちぢみっこ＆
　魚つり

●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
●プレパパママ
　ひろば

●にこにこ広場

●にこにこ広場●どんぐりサークル

●転勤ママひろば

●親子リズム体操

★くれよん特別出店 ・ はっち１F
「はちのへ手しごと展」

文化の日

勤労感謝の日

●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
　(11 月生まれ )

▼リモートサークル
　(11/30)
　予約開始 9:30～

▼リモートサークル
　(12/14)
　予約開始 9:30～

▼転勤ママひろば
　(11/17)
　予約開始 9:30～
★パパ講座

▼どんぐりサークル
　(11/18･25)
　予約開始 9:30～

▼おたんじょう会
　(12/10)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(12/11)
　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。
・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。

【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

１１月　７日 (土 )　集合時間９：４５（１３：００頃 解散）
集合場所：はっち前 (解散も同様 )
対　象：未就学児まで 定　員：親子 12組　
参加費：大人１人 700円
　定員となり、締め切りいたしました

★親子バス遠足「南郷で紅葉狩り＆新そばを食べよう！」

バスに乗って南郷へＧＯ！「山の楽校」では、てんぽせんべい焼き体験をしますよー！
「長倉大橋」「世増ダム西展望台」で景色を楽しんだり、写真を撮りましょう♪♪
帰りは「みちの駅なんごう」でお買い物をしましょう。
お昼ご飯は「すましそば」です。みんなで美味しく頂きましょう！

１１月　８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。

１１月１５日 (日 )　１０：００～１５：００ 
場　所：はっち１階～３階の各施設
参加費無料
＜要予約＞10/19( 月 ) 9:30～電話での受付となります

★八戸と世界をつなぐ夢フェスティバル

日舞体験、バレリーナ体験、赤ちゃんから参加できるクラシック
コンサートなど、さまざまな文化芸術に触れ合いましょう。

１１月１５日 (日 )　
①１１：００～１２：３０
②１３：００～１４：３０ 
場　所：はっち１階ギャラリー１
対　象：小学１～６年生  
定　員：20名 出店料：200円
出店は定員となり、締め切りいたしました

★こどもふろしき市

ふろしき１枚分の自分の
お店をもつことができま
す！身の回りの使わなく
なったものでまだ使える
ものを売ってもＯＫ！自
分の特技やサービスをし
てもＯＫ！

１１月１５日 (日 )
①１３：３０～１４：００ おはなし会
②１４：１０～    サイン会
場　所：はっち１階はっちひろば
参加費無料・予約不要

★サトシンさんと遊ぼう

絵本作家のサトシンさんがやってくる！
サトシンさんによる絵本の読み聞かせや、絵本の販売＆
サイン会を行います。

詳しくはウェブ
ページやチラシを
ご覧ください！

いらっしゃい！

お買い物をしに来てね！



誰もが必ず読んだことがある、「グリム童話」
森に置き去りにされる、ヘンゼルとグレーテ
ル、色々と知恵を絞って家に帰ろうとします
が、お菓子の家のを見つけると、思わずたべ
てしまいます。そこに魔女があらわれて・・・
少し怖くてド
キドキする場
面もあります
が、二人の勇
気に力が湧い
てきます。
ぜひ、パパや
ママのお膝
で、冒険へ出
発してくださ
いね。

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

知育玩具
新幹線シリーズ 

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

はやぶさ・こまち・ドクターイエロー
など、新シリーズが続々登場。大き
なスナップボタンでつないで遊べ
る、オリジナル知育玩具です。
電車ごっこや持ち歩きおもちゃとし
ても最適！！

伝統工芸品や、木のからくりおもちゃな
ど、青森県内のさまざまなお店が出店す
る「はちのへ手しごと展」！おもちゃハ
ウスくれよんも、はっち 1階はっちコー
トに出店しますよ♪３日間限定のイベン
トとなっておりますので、是非この機会
にお買い物をお楽しみください♪

くれよん 特別出店のお知らせ
11月21日 (土 )～23日 (月祝 )

はっち１階 はっちコート

親子でお茶会
お休みのお知らせ

新型肺炎ウイルス感染予防のため、
「親子でお茶会」は当面の間、お休み
いたします。楽しみにしてくださって
いる皆様には大変申し訳ありませんが、
ご理解の程お願い申し上げます。

●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
１１月１３日 (金 )
　　　２７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
１１月　４日 (水 )
　　　１１日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

おたんじょうび会
１１月１２日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　11月生まれ対象

転勤ママひろば
１１月１７日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
１１月１８日 (水 )
　　　２５日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

リモートサークル
１１月３０日 (月 )
10:30～10:50
※要予約

おもちゃ病院
１１月８日 (日 )
10:00～12:00
※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月イベント
　のご報告　
Last month on
 KODOMOHACCHI

ばぶちゃんハロウィン
１０月２５日 (日 )

南部手踊りを体験しよう
１０月　４日 (日 )

お花笠を持った子どもたちの可愛らしい踊りや、
民謡の素晴らしい歌声などで会場も大盛り上が
り。最後は会場の皆さんと輪になって盆踊りで
もお馴染みの「八幡馬」を踊りました♪

満２歳までの子ども達を対象にしたハロウィン
イベントを開催しました！手作り衣装や親子
コーデで遊びに来てくれました！スペシャルゲ
ストのガオくんの登場にみんな大喜びでした !!!

転勤ママ　秋の遠足
１０月　６日 (火 )

カプラで遊ぼ！
１０月　４日 (日 )

カプラを高く積み上げたり、星型や色んな形を
つくってみたり、たくさんのカプラをつかって
遊びました♪

今月オープンしたばかりの「みんなの森オアゾ」
へ遊びに行ってきました！芝生の滑り台はフカ
フカで気持ち良くて、大人気でした♪お砂場や
水汲み、小さな小川、秘密基地のような楽しい
場所がいっぱいでした！

●受付時間
　9：3０～１6：3０
※毎月第二火曜日は、はっち全館休館日となります。
　お間違えのないようにご注意ください。
●貸出期限など
　お子様１人２冊まで、期限は１週間です。
●貸出・返却方法
　借りたい絵本を選んで、スタッフまでお声掛けく
　ださい。環境保全のため、マイバッグのご利用を
　お願いいします。
※絵本貸出の利用には入場料を頂戴いたします。
　返却の際は入場無料です。
※返却の際は、必ずこどもはっちまでお越しください。
　はっち１階の八戸市立図書館の返却ボックスには入
　れないようお願いいたします。

絵本
貸出しております

-お家で読もう - 約 2000冊の
絵本の中から、
好きな絵本を
見つけてね！

安眠がほしい・・・

「「ヘンゼルとグレーテル」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

小学館　世界名作お話絵本
文：寺村輝夫　絵：永井郁子

えほんのじかん・ミニ！


