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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。
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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＞

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。

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

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

こどもはっちの公式キャラクター「ガオくん」の動画や、
普段のこどもはっちの様子をご紹介します！

12月からはじめたよ！ 「#kodomohacchi 」「 # こどもはっち」で、こどもはっちの輪を広げよう！

２月　７日 (日 )　　９：３０～１１：３０ 
場　所：こどもはっち内
対　象：ふたご、みつごのお子様がいるご家族
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。
　　みなさまのあたたかいご協力をお願いします。

２月１７日 (水 )～２０日 (土 )
　１０：００～ １５：００
場　所：はっち１階 はっちひろば
定　員：各日２０名まで
参加費：100～200円・予約不要

★オリジナル烏帽子を作ろう！

画用紙やお花紙を使って、素敵な烏帽子を作ってみよう！
お子様も、大人の方もご参加可能です。
ミニ烏帽子を作って、えんぶり気分を味わいましょう♪
※材料がなくなり次第終了となります。ご了承ください。

２月２０日 (土 )　１０：００開演 （９:４５開場）
場　所：八戸市公会堂
予約不要・入場無料

★ミニオペレッタ

八戸学院短期大学部　幼児保育学科のお兄さん、お姉さんたちに
よる、歌やダンスのミュージカルを楽しみましょう♪
※当日、お名前・連絡先をご記入いただきます。
　（新型コロナウイルス感染拡大予防策として）

２月２８日 (日 )
①１０：００～１０：３０....０～３才
②１１：００～１１：３０....０～３才
③１３：００～１３：３０....４才～小学２年生
④１４：００～１４：３０....４才～小学２年生
場　所：はっち３階 和のスタジオ
定　員：各回親子１０組
参加費：お子様１人 100円
＜要予約＞２/1( 月 ) 9:30～定員となり次第締め切り致します。
　※当日は開催時間の１０分前までに受付を済ませてください。

★こどもはっち　おひなまつり

親子で楽しめる遊びや、「お茶会」でひなまつりを楽しみましょう！

　( 申込終了 ) 　( 申込終了 )

　( 申込終了 ) 　( 申込終了 )　( 申込終了 )

　( 申込終了 )
　( 申込終了 )

　( 申込終了 )

天皇誕生日

建国記念日

★ミニオペレッタ

★こどもはっち
　おひなまつり

★特別開館日
　ふたごデー

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

 ★こどもはっち
　10 周年
　サーカスの灯
●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

●転勤ママひろば

●転勤ママひろば ●親子講座

●親子講座

●どんぐりサークル

★えんぶり烏帽子工作 (17～20 日 )

●どんぐりサークル

●おたん
　じょう会
　(2 月生まれ )

●リモートサークル

▼転勤ママひろば
　(3/2 )
　予約開始 9:30～

▼リモートサークル
　(2/22)
　予約開始 9:30～

▼親子講座
　(3/3 • 17)
　予約開始 9:30～

▼おたんじょう会
　(２/18)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(3/12)
　予約開始 9:30～

▼どんぐりサークル
　(3/10)
　予約開始 9:30～

はちすく通信



●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。

※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週間前から受付します。
[★] リモートサークルは定員８組みまで、
 メールでのみ受付しております。

１月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

こどもはっち　豆まき会
１月３０日(土 )・３１日(日 )

日舞で鬼滅に挑戦
１月１０日 (日 )

大人気「鬼滅の刃」の主題歌に合わせて、
日本舞踊を体験！鬼滅のキャラクターの衣
装を身につけているお子様もいましたよ
～！先生のお話を聴きながら、刀を持って
かっこよく踊っていました！

はちすく通信
プレゼントキャンペーン
当選者発表！

応募者数は97名！当選者は 8名！
そうまくん（1才 7か月）
さくらちゃん（8ヶ月）
他 6名の方、おめでとうございます！

１月に行われた「はちすく通信プレゼントキャンペーン」、
たくさんのご応募＆素敵なメッセージありがとうございました！
いただいたアンケートより、ご利用者の方のこどもはっちでの思
い出をご紹介いたします♪(カッコ内はお子様の年齢です )

こどもはっちで豆まきをしました！「おに
はそと　ふくはうち」の練習をして、鬼さ
んに豆を投げました！泣いている子も、一
生懸命豆を投げていましたよー！最後は鬼
さんと「鬼のパンツ」を踊り、素敵なプレ
ゼントも貰いました♪

にこにこ広場
２月１２日 (金 )
　　２６日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

親子講座
２月　３日 (水 )
　　２５日 (木 )
10:30～11:10
※要予約

おたんじょう会
２月１８日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　2月生まれ対象

リモートサークル
２月２２日 (月 )
10:30～10:50
※要予約

転勤ママひろば
２月２日 (火 )
２月 16日 ( 火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
２月１０日 (水 )
　　２４日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

おもちゃ病院
２月１４日 (日 )
10:00～12:00
予約不要
当日受付

神業・・・

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

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

　　　こどもはっちで大人気の「ひっつき虫」が、
おもちゃハウスくれよんに登場！切り株の中に虫さ
んが隠れています！ひっつき棒で虫さんを出してあ
げましょう！どんな虫さんが出てくるかな？

ひっつき虫　￥1 , 5 0 0

１Fはっちひろば 出店いたします
2月17日（水）～2月20日（土） 10:00～15:00

遊びに来てね！

「こどもはっちでの思い出」
ご紹介コーナー
「こどもはっちでの思い出」
ご紹介コーナー

●　Iさん（1才）
初めて会ったママと帰りにお茶して
お友だちになった。子どもも同級
生！また違う日に来たら偶然また
会ってびっくりした。

●　Mさん（1才）
赤ちゃん専用の小さい山を登れな
かったが、ハイハイでいつのまにか
登れるようになり、成長を感じた。

●　Kさん（０才）
妊娠後期にプレパパ・プレママに夫婦で参加。
プレパパ・プレママに参加した時、八幡馬のおもちゃを貰っ
たこと。コロナで大変な想いを
していることを理解してもらっ
て、すごく嬉しかったです。
名字で命名のプレゼントも出産
前から夫婦で楽しみにしてきま
した。娘が大きくなったら新米
パパと一緒に遊びに行こうと
思っています。

「えりまきの花」こどもはっち
スタッフ
推薦図書

出版社：ひかりのくに
　作　：中島和子　絵　：いもとようこ

えほんの
じかん・ミニ！

寒い雪の日、それでも子ども達は元気
に雪遊びをしています。
体がポカポカしてきた　たっちゃんは、
えりまきを枝にかけて遊びますが、戻っ
て枝をみると、えりまきがありません。
そこには小さな足あとが…たっちゃん
はその足跡をたどっていきました。す
ると、小さな洞穴にきつねの親子がい
ました。えりまきを持っていったのは、
子ぎつねでした。みると、お母さんき
つねのお腹には赤ちゃんがおり、子ぎ
つねはあたたかいえりまきを、おかあ
さんのおなかにかけてあげようとお
もったのです。お母さんきつねは、「だ
まって持ってきたら、その子はこまっ

ているにちがいない。かえしていらっ
しゃい。」といいます。
その話を聞いていた　たっちゃんは、
大急ぎでみんなのところへ戻ると、相
談をはじめました。えりまきを返しに
来た子ぎつねがやってきて、木の枝を
みるとそこには・・・・・
　みんなの優しさがいっぱいいっぱい
詰まったお話です。寒い冬の日、ぜひ
ママやパパのお膝の上で一緒に読んで
ほしい 1冊です。
　中島さんのあふれる愛がいっぱいの
お話に、いもとさんの絵が、心も体も
あたためてくれます。


