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はっち休館日

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★春夏物
　おさがり市

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★オレンジデー
●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

●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

★ふたごデー
●おたのしみ工作

★ 6/13(日)オレンジデー
★ 6/27(日)ふたごデー
 は特別開館日のため、一般の方のご入場は１２時以降です。
ご協力よろしくお願いいたします。

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。

★こどもはっち
写真展(～ 6日)

●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

●転勤ママ
　どんぐり合同
　博物館(予約不要）

●どんぐり
　サークル

●おたんじょう会
　（６月生まれ）

▼親子どんぐり合同
　企画(7/ 7・14)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(7/9)
　予約開始

▼プレパパママ
　(7/11)予約開始

▼転勤ママひろば
　(6/29)
　予約開始

▼転勤ママひろば
　(7/6)
　予約開始

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はちすく通信子育て情報
いっぱい♪

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

ピカピカの一年生の写真展！新しいランドセルを背負っ
たかわいらしい姿に皆さんで頑張れのエールを送りま
しょう！

６月 ６日 (日 )　１０：３０～１２：００ 
整理券配布　９：００～ ( 整理券のない方は入場ができません )
場　所：はっち１階　はっちひろば・キャラリー１
入場無料・予約不要

★春・夏物！おさがり掘り出し市！

春夏物のおさがり市です！どなたでも大歓迎！もしかしたら、
お宝が見つかるかも知れませんよ～！

６月１３日 (日 )　　９：３０～１１：３０ 
場　所：こどもはっち内
参加費不要（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。

※以下《特別開館日》の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。

６月２７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
参加費不要（入場料別途）・予約不要

★《特別開館日》ふたごデー

ふたご、みつごなど多胎児のお子様をもつご家族の特別開館日に
なります。小学生のお子様もご利用可能です。

＜整理券とおさがり市ご利用について＞
・当日９：００～整理券をはっちひろばにて配布します
・整理券は大人１人につき１枚お渡しします（パパママ
 １枚ずつでもOK）裏に氏名・住所・電話番号を記入し、
 指定された時間に受付に提出してください
・20組 5分交代（時間指定あり）
・おさがり品は大人１人 5点まで



　6 月は梅雨時、雨の日が多
くなりお家で過ごす時間も長
くなりますね。そんな日はぜ
ひママやパパと雨空を見上げ
てこんな素敵な想像をしてみ
ると素敵ですね。雨の日みん
なは何をしてるかな？チー
ターは？ライオンは？そして
雲の上には！

　シンプルだけど力強いタッ
チの絵は今にも動物さんが飛
び出してきそうです。そして
雨音さえも聞こえてきます。
ぜひ、ママやパパのお膝で一
緒に読んでほしい絵本です。

「あめがふるひに」
こどもはっち
スタッフ
推薦図書

出版社：くもん出版
文・絵：イ・ヘリ　　訳：ピョン・キジャ 

えほんの
じかん・ミニ！

混雑状況、
配信しています

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
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

フェルトのデザートで
カフェごっこはいかがですか？
美味しそうなデザートが
たくさんありますよ♪

フェルトのデザートフェア
　アイス・パフェ・ケーキ等　￥180～

[TEL]
0178-20-0840

LINE くれよん

こどもはっち Staff 紹介 <Vol.1>

スタッフ紹介第 1弾！は、4月からの
ニューフェイスの鴨川冬羽子さんと
こどもはっち 10年目の平間恵美です。
鴨川さんは、この春、青森県立八戸高
等支援学校を卒業し、念願だったこども
はっちでお仕事をする事になりました。
高校生の時から、何度もこどもはっちに
職業体験に来てくれて、ここで働きたいと
頑張ってきました。こどもはっちでは、お
もちゃの消毒や毎週行われる工作や行事の
準備をしています。サークルがある日は、
一緒に歌ったり、ダンスをしたり、力仕事
もこなしてくれる、優しくて頼もしいお姉
さんです。ぜひ、皆さん仲良くしてくださ
いね。

そして、こどもはっちのおば
あちゃんこと、平間恵美です。
写真の通り、いつも元気で、　
　　絵本も大好き！ママ達の
　　お悩みやグチもいつでも
　　お受けしまーす。皆さん
　　コロナ禍で大変でしょう
　　が、頑張っていきましょ
　う。今年度も楽しい企画を
いっぱい企画していきますの
で、よろしくお願い致します。

Touko Kamogawa　　Emi Hirama

「いっしょうけんめい頑張ります。
よろしくお願いします。」（鴨川）
「こどもはっち ！楽しいこといっぱいいっぱい！
みんな遊びに来てねー」（平間）

ニオイの成長… ●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
6月 11 日 ( 金 )
 25 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
6月１0日 ( 木 )
10:30～11:10
※要予約
　６月生まれ対象

親子講座
6月   2 日 ( 水 )
 16 日 ( 水 )
10:30～11:10
※要予約 定員 12組

転勤ママひろば
6月 29 日 ( 火 )
10:30～11:10
※要予約

どんぐり・転勤ママ
合同企画
6月 15 日 ( 火 )
10:30～11:30
予約不要

どんぐりサークル
6月   23 日 ( 水 )
10:30～11:10
※要予約

おもちゃ病院
6月１3日 ( 日 )
10:00～12:00
予約不要・当日受付
はっち5Fレジデンス

プレパパ・プレママひろば
6月 20日 ( 日 )
10:00～11:00
※要予約
はっち5Fレジデンス

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！

5月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

こどもはっち ファミリー運動会
5月 5日 ( 日 )

67名の親子が参加してく
ださいました！かわいい
赤ちゃんのハイハイレー
スや、みんなで白熱した
おすしレースなどなど。
パパ、ママも一生懸命頑
張りました！最後はみん
なでプレゼントを
GET！とっても楽しい運
動会になりましたよ～！

スペシャル工作デー
４月29日 ( 木祝 )~5月 4日 ( 火 ) ※4/30 を除く

かっこいい「イケメンカ
ブト」と素敵な「からふ
る時計」を作りました
～！みんなとても真剣に
作っていましたよ！


