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はっち休館日

●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
●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
●プレパパママ

★ふたご +
　そっくり家族
★1年生撮影会

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

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＞

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 )を参考にしています。

昭和の日

　(申込終了 )　( 申込終了 )

　( 申込終了 )　( 申込終了 )

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

こどもはっちはちすく通信

５月 ５日 (水祝 )　１０：３０～１２：００ 
場　所：はっち１階 はっちひろば
対　象：０才～３才のお子様とそのご家族
定　員：親子 25組
参加費：お子様一人 200円
＜予約開始日＞4月 1日 ( 木 )9:30～定員になり次第締め切り

★ゴールデンウィーク ファミリー運動会

種目はハイハイレース、よちよちレースなど盛り上がること間違
いなし！パパもママも、じいじもばあばも家族みんなで運動会を
楽しみましょう！

６月 １日(月)～６日(日) <最終日１６：００まで> 
場　所：はっち１階 ギャラリー１
入場無料

★こどもはっち写真展

4 月４日に行われる「ピカピカの一年生 入学おめでとう撮影会」
のお写真を展示します。ランドセルを背負った可愛い子供達に
入学おめでとうのエールを送りましょう。

６月 ６日 (日 )　１０：３０～１２：００ 
場　所：はっち１階　はっちひろば
入場無料・予約不要

５月 １０日 (月 ) ～ ５月 ３１日 (月 )
引取時間：９：３０～１６：３０
引取場所：こどもはっち
サイズ　：新生児～１２０cm程度まで　靴は 18cm程度まで

※ご提供くださる方は下記をご確認ください！
・お下がり品として着ていただける、きれいな状態のもの
・サイズごとに仕分けをする
・大型のものは持ち込む前にこどもはっちにご相談
・フリーマーケットは行いません

上記イベントの開催に伴い、お下がり品の無料提供を募集いたします。

★春・夏物！お下がり掘り出し市！

0 ～ 3歳児のおさがり品が豊富にそろっております！
もしかしたら、お宝が見つかるかも♪

ご提供くださる皆様には感謝の
気持ちでいっぱいです！
いつもありがとうございます。

●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

●どんぐりサークル

●おたん
　じょう会
　(4月生まれ )

▼転勤ママひろば
　(4/20・27 )
　予約開始9:30～

▼親子講座
　(5/12 • 19)
　予約開始9:30～

▼にこにこ広場
　(4/16・30)
　予約開始9:30～

▼にこにこ広場
　(5/7・21)
　予約開始9:30～

▼どんぐりサークル
　(4/21・28)
　予約開始9:30～

▼おたんじょう会
　(4/15)
　予約開始9:30～
▼運動会 (5/5)
　予約開始9:30～

▼おたんじょう会
　(5/13)
　予約開始9:30～



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！

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！

●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
 ※親子講座は定員 12組まで）
[★] 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。

にこにこ広場
４月１６日 (金 )
　　３０日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

親子講座
４月　７日 (水 )
　　１４日 (木 )
10:30～11:10
※要予約

おたんじょう会
４月１５日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　4月生まれ対象

プレパパママひろば
４月２５日 (日 )
10:00～11:00
はっち５FレジデンスA
※要予約

転勤ママひろば
４月２０日 (火 )
　　２７日 (火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐりサークル
４月２１日 (水 )
　　２８日 (水 )
10:30～11:10
※要予約

おもちゃ病院
４月１８日 (日 )
10:00～12:00
予約不要
当日受付

２月・３月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

おひなまつり
２月２８日(日 )

ミニオペレッタ
２月２０日 (土 )

八戸学院大学短期大学部幼児保
育学科のお兄さんお姉さんたち
が、ミュージカルや楽器演奏を
披露してくれました！素敵な演
目にみんな夢中になっていまし
た♪

4回に分けて開催されたおひな
まつり！おはなし会や、貝をひっ
くり返して絵合わせゲームをし
ましたよ！お茶会ではおいしい
お菓子と飲み物を味わい、桃の
節句を楽しみました♪

絵本作家サトシンさん
と遊ぼう
３月２１日(日 )

絵本作家「サトシンさん」のお
はなし会を楽しみました！子ど
もたちも夢中になって聞いてい
ました！絵本の販売やサイン会
も行いましたよ～！

八戸と世界をつなぐ
夢フェスティバル

国際、子ども文化、
未来を語るフォーラム
3月２1日 (日 )

八戸市美術館のオープンにあた
り、市長や関係者の方々が
フォーラムを行いました！

NEWおもちゃ
MODU ( モデュ )
こどもはっちに新しいおもちゃがやってきました！
デンマーク発の組み立て式のおもちゃ『MODU( モデュ )』
子どもが好きな形に変えることができるおもちゃです。棒とくっ
つけて長くしたり、車輪をくっつけて車にしたり！お子様が乗っ
ても安心！もしブロックをぶつけてしまっても、柔らかい素材で
できているため、お子様がけがをしにくいやさしいおもちゃです！
ぜひ、こどもはっちに来て、遊んでみてくださいね！

ゆっくりしか動けない

りゅうたろうくんは一年生になりま
した。お友だちをひゃくにん作りた
いりゅうたろうくんは色々な自己紹
介でお友だちを作ろうとします。入
学式でお返事をするときに自己紹介
をするとどうだろう！でも、担任の
先生が厳しい先生だったらどうしよ
う、、、じゃあ廊下で自己紹介したら
どうだろう！カードを配ったらどう
だろう！お友だちをたくさん作りた

いりゅうたろうくんは楽しみで仕方
がありません。
初めての学校はお子様もご家族もみ
んなどきどき。りゅうたろうくんの
おもしろくてかわいらしいアイディ
アや行動に親子で楽しめると思いま
す。一年生になったお友だちもまだ
のお友だちも、ぜひ、読んでみてく
ださいね。

「いちねんせいに　なったから！」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

出版社：講談社　作：くすのき しげのり　絵 ：田中六大

えほんの
じかん・ミニ！

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

　　とてもかわいいふわふわの布の
絵本です！お出かけの際や、移動中
にも軽くておすすめ♥布絵本を見な
がら自分でお話をつくったり、想像
力が自然と身につきますよ♪

手作り布絵本　￥1 , 5 0 0～

こんな風に
遊べるよ


