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kodomohacchi@yahoo.co.jp
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＜イベントの申込み・お問合せは下記へ＞

●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

★こどもはっち
　クリスマス会

●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

★オレンジデー
●プレパパママ
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●にこにこ広場

●転勤ママひろば●どんぐりサークル

●おたん
　じょうび会
　(12 月生まれ )

●おたん
　じょうび会
　(11 月生まれ )

●リモートサークル

▼転勤ママひろば
　(12/15)
　予約開始 9:30～

▼親子リズム体操
　(1/13 • 20)
　予約開始 9:30～

▼日舞で鬼滅に
　挑戦 (1/10)
　予約開始 9:30～

▼どんぐりサークル
　(12/16)
　予約開始 9:30～

▼おたんじょう
　び会 (1/14)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(1/15)
　予約開始 9:30～

▼クリスマス会
　(12/20)
　予約開始 9:30～

★世界で一つのフェルトアート
★おちょこけん玉ペイント

はちすく通信

「どのイベントの予約が空いているのか、
どのイベントが予約終了となったのか、
一目でわかるような表があれば嬉しいです。
ＬＩＮＥだとメッセージが流れてしまい、
管理がしづらいです。」
　（こどもはっちご利用者のお声）


　　　　　　　　　　　


１２月２６日 (土 )～２７日 (日 )
①１０：３０～１２：００
②１３：３０～１５：００
場　所：はっち３階 和のスタジオ
対　象：未就学児親子・小学生
定　員：各部６組・予約不要　

★世界で一つのフェルトアート

手づくりフェルトを使って、オリジナルの作品を
作ってみよう！大人の方のみの参加も可能です。

１２月２６日 (土 )～２７日 (日 )
①１０：３０～１２：００
②１３：３０～１５：００
場　所：はっち３階 和のスタジオ
対　象：未就学児親子・小学生
定　員：各部１０名・予約不要　

★オリジナル「おちょこけん玉」ペイント！

小さくてかわいいけん玉「おちょこけん玉」に色塗りを
してみよう！汚れても構わない服装でご参加ください。

貴重なご意見ありがとうございます。
こどもはっちのホームページには、各月
ごとにイベント情報を掲載しております 。
締め切りとなったイベントについても予約
終了の表記を随時更新しておりますので、
参考にして頂ければと思います。
12 月分はこちら
「2020.12 月のイベント」→

こどもはっちホームページの
月次イベント情報ページをご覧ください
（タイトルは「202◯.◯月のイベント」となっています）

１２月２０日 (日 )
①１１：００～１１：４５
②１３：００～１３：４５
場　所：南部会館
対　象：就学前の親子
定　員：各部親子２５組
参加費：お子様１人に
　　　　つき 200円

★こどもはっちクリスマス会

ハンドベルやミニコンサート、マジック
ショーなど楽しいクリスマス会♪今年の
サンタさんはガオサンタ！クリスマスの
おやつがもらえますよ！

１２月６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》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。

　冬休みスペシャル企画　

アンケートご回答コーナー

クリスマスの

工作をするよ！

＜要予約＞12/3( 木 ) 9:30～
 　　電話で受付いたします。

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。

[URL] https://lin.ee/2L7kpnV
[ID] @520zdtjq

[URL] https://lin.ee/rcWI1ag 
[ID] @awk6512m

【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。



サンタさんは世界中の子供達にプレゼント
を配り終えて、やっとかえってきたのです。
「明日になればどの子もみんなプレゼント
に飛び上がるほど喜ぶぞ」と思い、うれし
いはずのサンタさんでしたが、なんだか寂
しくてたまりません。そんな、寂しい夜は
ハーモニカを吹くのですが、壊れてしまい
ならないのです。
　サンタさんは思わず涙をながしてしまいます。すると・・・家のベル
がなり大男が立っていました。こんな寒い夜に外にいたら死んでしまう
と家へ招き入れ、あったかい紅茶をいれてあげました。そして、大男は
突然踊りだし、サンタさんも寂しさを忘れ楽しく踊ったのです。その夜、
大男はサンタさんのお家に泊まることになりました。朝サンタさんが目
を覚ますと、大男はもういませんでした。　そして、枕元には壊れたハー
モニカが。吹いてみるときちんと音が出るのでした！大男が直してくれ
たのです。
　もしかしたら、サンタさんの家に来た大男はサンタさんにプレゼント
を届けにきたサンタクロースだったのかもしれませんね！

「「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！

安眠がほしい・・・２
ふ た ご デ ー ア ン ケ ー ト 調 査 結 果

１１月８日 (日 )に開催した「ふたごデー」で、「他の双子家族に聞いてみたいことはありますか？」と
アンケート調査を行いました。その後、先輩ママから回答を頂きましたので、当日来られなかった双子
家族の皆さま、こどもはっち利用者の皆さまも是非ご覧ください。

通信教育の教材などは二人分？

些細なことでけんか・ママの取り合い　
男女の遊びに違い イライラすることも！！

同じおもちゃがあるのに、お互いの物が
欲しくて、けんかになります！！

１１月イベントのご報告　
Last month on KODOMOHACCHI

絵本作家サトシンさんとあそぼう！
１１月１５日(日 )

特別開館日ふたごデー
１１月　８日 (日 )

今回で２回目の開催となった「ふたごデー」では、
双子家族が６組集まり、お互いの近況を話したり、
情報交換しました！約２mのおおきなクリスマス
ツリー作りも行い、ちょっぴり早いクリスマス気
分も楽しみましたよ♫

「うんこ！」や「わたしはあかねこ」で有名な絵本
作家サトシンさんがこどもはっちに来てくださり、
絵本ライブを開催しました！ご本人による読み聞
かせや歌、トークが楽しくて、あっという間の
１時間でした！

ミニコンサート
in 縄文フェス
１１月　１日 (日 )

「はちのへ縄文フェス in マ
チニワ」のミニコンサート
に出演しました！
参加してくれた２０名の子
どもたちは、縄文人の大好
物 “キノコ” をイメージし
た衣装を着て、ガオくん＆
いのるん＆みかお姉さんと
パフォーマンスしました！

●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
１２月１１日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

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

転勤ママひろば
１２月１５日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
１２月１６日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

リモートサークル
１２月１４日 (月 )
10:30～10:50
※要予約

おもちゃ病院
１２月１３日 (日 )
10:00～12:00
予約不要

※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）
[★] リモートサークルはメールでのみ受付しております。 部活動は一緒？　それとも別々？

別ならどんな、対応？

一緒なら問題ないですが、やっぱりやりたいもの
をやらせてあげたい
でも、別々だったり、他の兄弟と試合が重なった
りしたら、送り迎えが必要な競技は、友人のママ
やパパにお願いすることもあります。
家族の協力は必須です。

双子に限らず、年の近い兄弟では性別にかかわり
なく、どの子育て家庭に起こります。
　時にはパパや家族に、ひとりで好きな事してき
まーすといって、出かけます。と思っても、なか
なか出来ませんが・・・・今は耐える時期かも

それぞれ家庭の考え方でしょうが、自分のだけの
ものが欲しい時は、二人分揃えます
高価なものは、コピーで大丈夫

おもちゃの取り合いは、年が違う兄弟でもしょっ
ちゅう起ってまーす。おもちゃが 2つあっても、
両方に持ちたくなるもの！皆、普通に通る道ですね。
手っ取り早い解決法は・・・
 ・けんかするなら、おもちゃを片付ける
 ・どちらがずっと泣き続ける（笑）


