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はっち休館日

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。
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●おもちゃ病院
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●読み聞かせ
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★全館夏まつり

●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

★「英語であそぼ」
　どんぐり＆親子
　合同企画

●転勤ママひろば

★ねじりんご
　バルーン
　公開制作

●おたんじょう会
　（７月生まれ）

▼夏まつり
　予約開始②

▼夏まつり
　予約開始①

▼おたんじょう会
　(7/15)予約開始

　(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

LINEこどもはっちLINEはちすく通信子育て情報
いっぱい♪

●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 ）
[★] 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
7月 9 日 ( 金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象
（定員となり締め切りました）

おたんじょう会
7月１5日 ( 木 )
10:30～11:10
※要予約
　６月生まれ対象

転勤ママひろば
7月 6 日 ( 火 )
10:30～11:10
※要予約

おもちゃ病院
7月１8日 ( 日 )
10:00～12:00
予約不要・当日受付
はっち5Fレジデンス

７月 １４日 ( 水 )  ①１０：００～１０：４０ 
 ②１１：００～１１：４０
会　場：はっち２階 ギャラリー２
対　象：１～４才 定　員：各回１０組
講　師：ECCジュニア八戸駅西口教室　松倉あい子先生
＜予約開始日＞6月23日(火)9:30～電話での受付となります。

★英語であそぼ！(※定員となり、締め切りました )

Let’ s English ！英語での読み聞かせ＆体操を楽しみしょう♪

７月 ２１日 (水 )　１２：００～１７：００ 
会　場：はっち３階　キャラリー３
入場無料・予約不要

★ねじりんごキラキラバルーンアート展　バルーン製作風景公開！

７月２２日 (木祝 ) の夏まつりに向けて、AOMORI バルーン集団
ねじりんごさんがバルーン作品製作を行ないます♪貴重な製作風
景を見ることができるので是非遊びにきてね！

７月 ２２日 (木祝 )　１１：００～１４：００ 
会　場：はっち全館・マチニワ
＜予約開始日＞7月4日(日)・11日(日)
 9:30～電話での受付となります。

★はっち全館まるごとこどもはっち夏まつり

「みかお姉さん＆ガオくんのファミリーコンサート」や「魚つり＆
射的コーナー」など、さまざまな体験・ものづくりが楽しめる
スペシャルな１日☆昔ながらの紙芝居屋さんもやってくる！
詳しくはチラシをご覧ください。



「ゆうれいとすいか」

場内での靴下着用のお願い

橋本睦子さん 原田純子さん
出版社：ひかりのくに
作：くろだかおる　　絵：せなけいこ 

えほんのじかん・ミニ！

　夏といえば・・・おばけ！のシー
ズンですね。そして、おばけの絵
本といえば、せなけいこさん　今
回は、くろださんとタックを組ん
でいる「ゆうれいとすいか」です。
　表紙のおばけさんがとっても怖
そうと思いきや、手には大きなス
イカを持って、なんだか嬉しそう
です。ひょんなことから、誰かが
井戸に冷やしたスイカを食べてし

まって、さあ大変！つかまってしまいますが・・・・中にでてくる
青いスイカがとってもおいしそう。幼児から小学生まで、家族で楽
しめる絵本です。

混雑状況、
配信しています

こどもはっち Staff 紹介 <Vol.2>

こどもはっちのお母さん！
いつも優しい笑顔でみんな
を見守っています。
女の子二人と男の子一人の
ママ。この春、三番目のお
子さんが大学へ進学し、こ
れで全員県外へ、寂しそう
と思いきや、こどもはっち
に来る可愛いお子さんたち
から、元気をもらってパワー
全開です。

細い体ですが、いつもニコニコ
笑顔でみんなをお迎えします。
絵本棟の上に飾ってある大きな
絵本は、原田さんお手製です。
絵本の可愛いキャラクターが
今にも飛び出してきそう、ぜひ
見てくださいね。工作も大得意
で、いつもアイディアいっぱい
の工作を準備してくれます。
親子リズムでも、みんなと一緒
にノリノリダンスで笑顔いっぱ
いです。

Mutsuko Hashimoto　　Junko Harada

こどもはっちで働くスタッフってどんな人？
みなさん気になられていると思います！
今回はベテランママチーム♡

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！

６月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

プレパパ・プレママ特別デー
6月 5日 ( 土 )

こどもはっちに寄せられたマタニティ
用品、新生児用品のお渡し会を開催♪
赤ちゃん連れや妊婦さんなど約５０名
が来場しました！

春夏物！おさがり掘り出し市
6月 6日 ( 日 )

２年ぶりの開催となった「おさがり掘り出
し市」には約４００名が来場！まだまだ着
られるステキなお洋服がいっぱい並んでい
ました！無料提供にご協力くださった約１
３０名の皆様、ありがとうござました。

特別開館日オレンジデー
6月 13日 ( 日 )

オレンジデーも今年で 6年目となりま
した！親子 9組が集まり、こどもはっ
ちの中の遊具でのびのび遊んだり、読
み聞かせや工作に参加したり、思い思
いに過ごしていました。

転勤ママ＆どんぐり合同企画　博物館で梅もぎ体験
 6月 15日 ( 火 )

八戸市博物館で梅の収穫に挑戦☆50名の親子
が参加し、梅干しや梅シロップに適した旬の
梅をたくさん収穫できました♪今回は、転勤
ママとどんぐりサークル合同で、博物館さん
のご協力の中、梅もぎ体験を行いました。曇
り空でしたが、それぞれ持ち寄った袋にたく
さんの梅を収穫しました。きれいな黄緑の梅
の実はひとつひとつ宝石みたいに光っていて、
赤ちゃんも優しくニギニギしてましたよ。職
員の方がシロップ漬けや小梅のつけ方など伝
授してくださって、本当に楽しい時間になり
ました。きっとお家で美味しいシロップや梅
干しに変身する思います。

お祭りができなくても、駒ちゃんと
神楽ちゃんでお祭り気分！
駒ちゃんは幸せを運んできます。か
ぐらちゃんはパクパク、歯内で邪気
を追い払います。ぜひ、無病息災に
お家にお飾りください！！

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

こどもはっちでは、ハイハイ時期の赤ちゃんの利用も多いため、安全で清潔な

床の上で遊べるよう大人の方や小学生以上のお子様の靴下着用の
ご協力を頂いております。お忘れになった場合は、靴下の販売も行っ
ておりますので、ご利用頂ければと思います。とくに今の時期は汗をかきやす

いので、大変恐れ入りますが、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

子馬ちゃん・神楽ちゃん
こ ま かぐら

[TEL]
0178-20-0840

LINE くれよん

お祭りができなくても、
子馬ちゃんと神楽ちゃんで
お祭気分！子馬ちゃんは幸
せを運んできます。
神楽ちゃんはパクパク歯打
ちで邪気を追い払います。
ぜひ、無病息災にお家にお
飾りください！！


