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mon tue wed thu fri sat sun
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

★ファミリー
　運動会

★お下がり品
引取開始(～31日)

★こどもはっち
写真展(～ 6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

●にこにこ広場

●にこにこ広場

●親子講座

●親子講座●転勤ママひろば
　(みんなの森)

●転勤ママひろば ●どんぐり
　サークル

●おたんじょう会
　（５月生まれ）

●プレパパママ
●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

★バス遠足
(詳しくはHPへ )
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★ホコテン
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

▼転勤ママひろば
　(5/18・25)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(5/26)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(6/ 9・23)
　予約開始

▼親子講座
　(6/2・16)
　予約開始

▼おたんじょう会
　(6/10)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(6/11・25)
　予約開始

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

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。

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

LINEこどもはっちLINEはちすく通信

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

★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♪

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。
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。

★八戸こども宅食　おすそわけ便
5 月の【こども宅食おすそ分け便】はまだ確定しておりません。情報
は随時、LINE・ホームページ等でご連絡、配信しますのでご了承く
ださい。

４月２９日 (木祝 ) ～５月４日 (火 )
①１０：３０～１１：００　②１３：００～１３：３０　③１５：００～１５：３０ 
場　所：こどもはっち内
参加費：無料（入場料別途）・予約不要

★スペシャル　工作デー

ゴールデンウィークの特別な工作デーになっています！
「イケメンカブト」と「からふる時計」を作りますよ～！

６月 １日 ( 火 ) ～ 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

★ピカピカの一年生  入学おめでとう写真展

4 月４日に行われた「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。

＜こども宅食おすそ分け便＞とは、定期的に食品等を届けることにより、
社会的に孤立しがちな子育て家庭とつながりを作ることにより、必要な
支援に結びつけ、小さな変化にも気付きやすい関係性を気づくことを目
的とするものです。詳しくは青森県社会福祉協議会HPをご覧ください。

福祉ネットあおもり
青森県社会福祉協議会ウェブサイト

♪4 月４日撮影会のご報告♪

ピカピカのランドセルを背負
いながらかわいらしいお写真
が撮れました！本格的な撮影
セットに少しだけ緊張気味。
一生に一度の思い出に残る
素敵な撮影会になりました♪

※4/30( 金 ) は平日の
　ため開催しません



PICK
 UP

　転勤ママひろばは県外、市外出身のママたちを対象としたサーク
ルです！サークルでは初めに自己紹介を行います♪同じ出身県のマ
マがいたり、八戸市で近い地域にお引越ししていたり！　洗濯ばさ
みを使った遊びや体操、読み聞かせ、手遊びなどなどお子様と一緒
に楽しめる活動が盛りだくさん！そして、転勤ママひろば一番のメ
インイベント「おはなし交流会」！数人のグループになって、地元
のことやお子様のことなどを話しながらゆったりとしたお時間を過
ごしています。転勤ママひろばで知り合い、ママ友になった方々も
いらっしゃいますよ～♪ほかにも、外へのお出かけなど楽しいこと
がたくさん！この機会にぜひ、ご参加ください♪

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
商品

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

　　フェルトで作った柔らかく、肌さわりのいいおべ
んとうです！卵焼きやしゅうまいなど、おかずの種類
もとっても豊富でたくさん遊べます！春のポカポカ陽
気に誘われて、おべんとうを持ってお外でピクニック
気分はいかがですか～♪

フェルトのおべんとう　￥700～

[TEL]
0178-20-0840

LINE くれよん

ねずみのがっこうでは、先生がねこの怖
さを子ネズミたちに教えています。子ネ
ズミたちは先生のお話をしっかり聞いて
います。でも、お話を聞かずに遊んでい
る子ネズミが 3 匹。お話がおわり、3 匹
の子ネズミがももを取りに行こうとする
と、「にゃーご」と鳴く怖い顔をした大き
な猫が現れました。子ネズミはびっくり
しましたが、不思議な鳴き声のおじさん
のお名前をきいてみると、少し戸惑いな

がら「たまだ」と答えました。先生のお
話を聞いていなかった三匹の子ネズミは
ねこのことが全く怖くありませんでした。
ねこは子ネズミたちのすきをみて食べて
しまおうとしますが、、、。
　こどもはっちには「にゃーご」の大型
絵本もおいています。見開きの絵は、迫
力満点！
ぜひ、読んでみてくださいね♪

「にゃーご」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書 出版社：鈴木出版　作・絵：宮西達也 

えほんの
じかん・ミニ！

混雑状況、
配信しています

場所：八食センター　厨スタジアム 2F
対象：小学 2 年生以下のお子様 
入場料：1 才～小学 2 年生　500 円（左記以外の方は無料となります）
開場時間：各回 45 分　20 組限定
①9：00 ～ 9：45　　　　②9：55 ～ 10：40
③10：50 ～ 11：35　　 ④12：00 ～ 12：45
⑤12：55 ～ 13：40　　 ⑥13：50 ～ 14：35
⑦15：00 ～ 15：45　　 ⑧15：55 ～ 16：40
受付：前日まで各回 10 組まで事前予約可能（残り 10 組は当日予約分）

新遊具「忍者くりまるくん」の「くりまる城」が登場！とても大きなくりま
る城にはトンネル滑り台や上り棒、ボルダリングなどのミニアスレチックが
付いています！くりやランド内にある鉄棒や三輪車は大人気です！リニュー
アルによってさらに楽しさ倍増！個室の授乳、おむつ替えのできるスペース
やおむつ用のダストボックスも完備されているので、赤ちゃんでも安心して
ご利用いただけます。
他にも、「八食センター」には「キッズランド」や、対象小学 3 年生まで遊
べる「わんぱく広場」が設備されています。ゴールデンウィークやお休みの
日など、お子様と楽しいお時間をお過ごしください♪
※詳しくは八食センターホームページをご覧ください。

こどもはっちに新しく登場した
おもちゃ「MODU」！子ども達
に大人気です♪想像力豊かな組
み立てにスタッフもビックリ！
みなさんもぜひ、お子さんと遊
んでみてくださいね！

こんな風に
遊べるよ

ストーリー機能で土日祝の混雑状況・入場制限のお知らせを配信しています。
入場制限となった場合は平日も配信します。ぜひお役立てください。
「#kodomohacchi 」「 # こどもはっち」で、検索！

●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。
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
5月  7 日 ( 金 )
　　21日 ( 金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

おたんじょう会
5月１3日 ( 木 )
10:30～11:10
※要予約
　5月生まれ対象

親子講座
5月 12日 ( 水 )
 19 日 ( 水 )
10:30～11:10
※要予約 定員 12組

転勤ママひろば
5月 18日 ( 火 )
　　25日 ( 火 )
10:30～11:10
※要予約

転 勤 マ マ ひ ろ ば

どんぐりサークル
5月２6日 ( 水 )
10:30～11:10
※要予約

おもちゃ病院
5月１6日 ( 日 )
10:00～12:00
予約不要・当日受付
はっち5Fレジデンス

こどもはっちのNewおもちゃ

MODU ( モデュ )
おすすめ遊び場ご紹介！

八食センター くりやランド

４月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

ふたご +そっくり家族大集合　４月４日 (日 )

ふたごさんやお顔のそっくりなご家族が集まり、ゲームやビンゴ大会などを行いました！こど
もはっちのマスコットキャラクターガオ君とじゃんけんをしたり、ジェスチャーゲームでは兄
弟で息ぴったりな動きをしてくれたり♪最後のビンゴ大会では、素敵な景品も貰いました～！

お兄ちゃんは優しい


