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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＞

楽しいイベントが
盛りだくさんの
３日間です！
ぜひ遊びに来てね♪

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

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

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。

はちすく通信

★特別開館日
　オレンジデー

★夢フェスティバル
　フォーラム ・
　サトシンさん

★夢フェスティバル
　ふろしき市 ・
　落語など

★夢フェスティバル
　立原ちえ子さん
　コンサート

●プレパパママ
　ひろば

●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

●にこにこ広場

●転勤ママひろば

春分の日

●親子講座

●親子講座

●どんぐりサークル

●おたんじょう会
　(3 月生まれ )

●にこにこ広場

▼おたんじょう会
　(3/18)
　予約開始 9:30～

▼にこにこ広場
　(3/15)
　予約開始 9:30～

▼夢フェスティバル
　(3/21･27･28)
　予約開始 9:30～

▼ふたご&そっくり
　家族大集合(4/4)
　予約開始 9:30～

▼親子講座
　(4/7･14)
　予約開始 9:30～

３月　２０日 (土 )　　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

発達にばらつきがある、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
ための特別開館日です！車いすの方はそのまま入場可能です。
小学生のお子様も利用可能です。当日は美味しそうな「まきまき
手巻き寿司」の工作を行います。ぜひ、こどもはっちでゆったり
とした時間をお過ごしください。

１０：３０～１２：００ 
場　所：はっち１階 シアター１

★国際・子ども文化、
　未来を語るフォーラム

１３：３０～１４：００
(販売、サイン会１４:１０～ どなたでも入場可 ) 
場　所：はっち１階 シアター１

★絵本作家
　サトシンさんと遊ぼう※要申込

第３弾  八戸と世界をつなぐ夢フェスティバル
3/21(日)・27(土)・28(日)はっちにて開催！！

３
月
２１
日

１３：３０～１４：３０(開場13:15)  
場　所：はっち２階 シアター２
※大人の方対象になります

★立原ちえ子～春を呼ぶ
　クラシックコンサート～※要申込

要申込みイベントは
3/2(火 ) 9:30～
お電話にてお申受けいたします。
イベント詳細は
チラシをご確認ください。→

３
月
２７
日

①１１：００～１２：３０
②１３：００～１４：３０  
場　所：はっち１階 はっちひろば、ギャラリー１

★こどもふろしき市※出店要申込
１１：００～１2：0０
(公開終了後ワークショップ )   
場　所：はっち５階 共同スタジオ

★人形劇おみせやさん たくたく堂※要申込

１１：００～１２：００  
場　所：はっち２階 シアター２

★キッズクラシックコンサート※要申込
１３：３０～１４：３０
場　所：はっち２階 シアター２

★和太鼓 鼓々組※要申込

①１０：３０～１２：００
②１３：００～１４：３０  
場　所：はっち 5階 レジデンスA

★あお☆ao☆ハチノヘブルーを
　探す旅※要申込 １３：３０～１４：３０(開場13:15)   

場　所：はっち１階 シアター１

★落語家 柳家一琴 真打登場！※要申込

３
月
２８
日

※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。

「八戸市美術館」のことをもっと知ろう！

声楽家、立原さんの素敵な歌声をどうぞお聞きください。

３０店舗が出店！お買い物を楽しもう！

ピアノとヴァイオリンの名曲コンサート♪

３～１０才のお友達を対象としたアート教室☆

様々なお人形が登場♪

和太鼓体験や生演奏が聴けるよ！

落語や切り絵の鑑賞をしよう！

サトシンさんの楽しい絵本ライブ開催！

まきまき
手巻き寿司
を作ろう！



●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
３月１２日 (金 )
　　１５日 (月 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

親子講座
３月　３日 (水 )
　　１７日 (水 )
10:30～11:10
( シアター 2)※要予約

おたんじょう会
３月１８日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　３月生まれ対象

転勤ママひろば
３月２日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
３月１０日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

プレパパママひろば
３月１４日 (日 )
10:00～11:00
( レジデンスA)
参加費 : 大人一人１００円
※要予約

おもちゃ病院
３月２８日 (日 )
10:00～12:00
予約不要
当日受付

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 )

２月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

ふたごデー
２月７日 (日 )

37名の双子、三つ子のご家族が遊びに来ました！
みんなお顔がそっくり！体操や読み聞かせを楽し
みましたよ～！ひなまつりフォトコーナーでとっ
てもかわいいお写真も撮りました♪パパママも情
報交換など、交流を深めていました♥

こどもはっちが１０周年を迎えました！
２月１１日 (木 )

10 周年記念では、南郷ホールで文化公演「サーカスの灯」が開催
されました。こどもはっち 10周年にピッタリのとても素敵な作品
でした !これからも子どもの文化を大切に生の舞台をお届けしたい
と思います♪オープンから現在までに来場者約 50万人！！

みなさん、たく
さん遊びに来て
いただきありが
とうございま
す！
これからも、こ
どもはっちをよ
ろしくお願いい
たします♪

４月　４日 (日 )　　１１：００～１２：００ 
場　所：はっちひろば・参加費無料
＜要予約＞3/16( 火 ) 9:30～お電話でお申込みください。

★ふたごさん＆そっくり家族大集合！

※新型肺炎ウイルス感染拡大防止のため、参加人数を減らして、開催いたし
ます。双子、三つ子など多胎児のお子様をもつご家族や、お顔がそっくりな
ご家族のイベントです！

※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。

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.jpID ：@laf8859

TEL：0178-20-0840

入園・入学・進級準備に、可愛いバッグや
上履き入れはいかがですか？
お祝いのプレゼントにもぜひどうぞ♪

入園入学グッズ　￥1 , 0 0 0～
（レッスンバッグ・上履き入れ等）

なんと恐竜・・・！

「だじゃれ日本一周（にっぽんいっしゅう）」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書 出版社：理論社

　作　：長谷川 義史

えほんの
じかん・ミニ！

都道府県の名前がなんとだじゃれに！
「おかずはなんどす　きょうとうふ（京
都府）」や、「バラのはなには　いばら
きけん（茨城県）」「すべってころんで
　おおいたけん（大分県）」など、日
本全国の都道府県のダジャレが楽しめ
ます。さらに、都道府県の様々な名物
が長谷川義史さんの面白く魅力的な絵
柄で描かれており、1ページ 1ペー
ジじっくりと楽しむことができます。

青森県には津軽三味線やリンゴ、迫力
満点のねぶたなどみんなが見たことが
ある物がいっぱい！青森県はいったい
どんなだじゃれになっているでしょう
か？大きいお子様は、都道府県を覚え
られる子もいるかもしれません。親子
で楽しめる素敵な絵本になっているた
め、見つけたらぜひ、お手に取ってみ
てくださいね。

「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
●　Mさん（3才2か月）
ブロックや車など男の子の遊びばかりが
好きと思っていましたが、こどもはっち
ではおままごとやお店屋さんコーナーで
たくさん遊んでいて、むしろそちらの方
が好きだったことに気が付きました！！
将来有望な育メンに育っておくれ、、、！

●　Kさん（２才）
長女が3才の頃、こどもはっちでおままごとをしたと
きに、知らない4才くらいの女の子に「はい、どうぞ！」
とナスのおもちゃを渡され、にこにこで帰宅した長女。
その日の夕飯にちょうどナスを発見し、「これ！これ！
はいどうじょ！」と一口でぱくり！今まで苦手だったの
に、びっくりしました。よっぽど嬉しかったんでしょう
ね！6才になった今は、「げー、ナスいやだぁ」と言っ
て食べませんが笑良い思い出です！

●　Aさん（3才７か月、１才７か月）
おすもう大会で横綱になったこと
（本人よりパパが大喜びでした）


