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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

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。

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

振替休日

山の日

●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★映えるうちわ
　を作っちゃお
★キラキラキュ
　ーブ工作

★じゅうなん
　体操

●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

★パパママ
　フェスタ①

★パパママ
　フェスタ②

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●おもちゃ病院

●にこにこ広場

●転勤ママひろば

●おたんじょうび会
　（8月生まれ）

★マチニワで
　水遊び！

●出前サークル
　（八食センター）

▼ママパパフェスタ
　ヨガ・フリマ
　予約開始

▼出前サークル
　忍者であそぼ！
　予約開始

▼マチニワで
　水遊び！(8/25)
　予約開始

▼親子講座
　(9/1・15)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(9/8・29)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(9/10・24)
　予約開始

▼転勤ママひろば
　 (8/31)
　予約開始

▼おたんじょうび会
　 (8/26)
　予約開始

▼にこにこ広場
　 (8/27)
　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。

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♪

※プレパパ・プレママひろば [8 月 1日 ( 日 )] 中止のお知らせ
　講師の都合により、開催中止となりました。ご了承ください。

８月 ４日 ( 水 ) １０：３０～１１：１０ 
会　場：こどもはっち内
参加費：無料 (入場料別途 )
予約不要

★《特別企画》じゅうなん体操

ママのためのリフレッシュ企画♪
ストレッチ、ヨガ、マッサージを取り入れた
体操です！動きやすい服装でご参加ください！

８月 ８日 ( 日 ) １０：００～１５：００ 
会　場：はっち４階リビング
体験料：３００円
定　員：先着３０名・予約不要

　ものスタわくわくクワークショップ
★「映えるうちわを作っちゃお」

透明のうちわにクリアシールやキラキラ
シールでデコレーション♪涼し気な
うちわを作りましょう！

８月 ２５日(水)　１０：３０～１１：３０ 
集合場所：マチニワ
対　　象：１才～未就学のお子様
定　　員：２０組
参 加 費 ：無料

★どんぐりサークル「マチニワで水遊び！」★こどもはっち出前サークル「忍者であそぼ！」

夏といえば水遊び！マチニワのホッピングウォーターで
水遊びを楽しもう♪水遊びグッズを用意してお待ちして
おります☆

くりまる城でにんにん忍者に変身！八食センターのマス
コットキャラクターのタベラくんもやってくる！

＜予約開始日＞８月１１日 (水 )
 9:30～電話での受付となります。

＜予約開始日＞８月１日 (日 )
 9:30～電話での受付となります。

＜予約開始日＞８月２日 (月 )
 9:30～電話での受付となります。

８月 ２３日(水)　１１：００～１１：３５ 
会　場：八食センターくりやランド
対　象：０才～18か月
定　員：親子１０組
参加費：無料

子育て・安産祈願記念撮影会

プロカメラマンが撮影します！素敵な家族写真、
マタニティフォトを撮ってみませんか？

会　場：はっち１階　シアター１
参加費：１枚 500円
 （写真代/サイズ:KG判）

予約不要
協力：㈱フォトセンター惣門

マタニティ・産後ヨガ

ママのためのヨガ教室を開催します！体も心もリ
ラックスしましょう♪

時　間：①11:00～マタニティママ
 ②13:00～産後・子育て中ママ
会　場：はっち 2階　シアター 2
参加費無料

＜予約開始日＞８月１日 (日 )
 9:30～電話での受付となります。

フリーマーケット出店者募集！

子ども用品のフリマの出店者を募集します！
新生児～就学前のお子様の子ども服や雑貨、手作り作品
を販売できます。

時　間：11:00～14:00
会　場：はっち１階　はっちひろば
定　員：各日 6組
参加費：500円

フリーマーケット

ベビー用品・子ども用品のフリーマーケットです
♪まだまだ使える子ども服や、手作り商品など、
お手頃価格で販売！

時　間：11:00～14:00
会　場：はっち１階　
 はっちひろば
入場無料・予約不要

８月 ２８日 (土 )・２９日 (日 )　１１：００～１４：００ 
会　場：はっち１階～２階　・　入場無料

★ママパパフェスタ

　(申込終了 )　( 申込終了 )



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.jp

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

　　今月はフェルトのお魚釣りセットの新作が登場
しました！クジラさんやイルカさん、タコにヒラメ
にイカさんも、かわいいお魚がいっぱいセットに
なって、おかたづけや持ち運びも簡単にできるよう、
工夫満載！定番ヒバの釣りセットも水遊びにぴった
りです。夏の光るおもちゃも、新作入荷してお待ち
しております。

フェルトのお魚釣りセット

「ね、ぼくのともだちになって！」

松坂彩乃さん

出版社：偕成社
作：エリック =カール

えほんのじかん・ミニ！

　　　　　　「はらぺこあおむし」で有名なアメリカの絵本作家、
「エリック・カール」さんが、５月２３日　９１歳でお亡くなりになり
ました。絵本を通して、子どもたちにたくさんの夢や希望を届けてくだ
さったエリックさんは、とてもお茶目で、素敵な方だったそうです。
今回はその中から、「ね、ぼくのともだちに　なって！」をご紹介します。
表紙には、可愛いネズミさんが大きいぞうさんに話しかけています。ネズミさんは、次々と「ともだちになって」とは
なしかけますが・・・しっぽがキーワードになって、ページめくるごとに、生き生きとした動物さんが登場します。
こどもはっちでは、エリックさんの作品を集めて、特設コーナーを設置しました。夏休み、ぜひ足を運んでくださいね。

お盆期間の絵本貸し
出しはおやすみです。

場内での靴下着用のお願い

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。授乳室のみご利用の際も必ず着用をお願いします。
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。

●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
８月２７日 (金 )
10:30～11:10
※要予約
１才のお誕生月まで対象

転勤ママひろば
８月３１日 (火 )
10:30～11:10
※要予約
　県外出身のママ
　転勤族のママ

おたんじょうび会
８月２６日 (木 )
10:30～11:10
※要予約
　8月生まれ対象

おもちゃ病院
８月２２日 (日 )
10:00～12:00
5F レジデンス B
予約不要
当日受付

７月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

キッズフェスティバル
７月７日 (水 )

八戸市総合福祉会館で『キッズフェス
ティバル』が開催され、こどもはっち
も参加してきました！手形スタンプ、
魚つり、わなげ、楽しい遊びがいっぱ
い！アンパンマン風船のお土産ももら
えましたよ♥

英語であそぼ！
７月１４日 (水 )

講師は ECCジュニア八戸西口教室の
松倉先生！みんなで英語でごあいさつをし
たり、手遊びや体操をして英語と触れ合い
ました。色塗りをしたり、色探しをしたり、
いろんなゲームがありましたが、中でも
Fishing Time が大人気でした♪

はっち全館まるごと
こどもはっち夏まつり
７月２２日 (木祝 )

はっち 1階～ 5階とマチニワで『こど
もふろしき市』や『昔ながらの紙芝居
屋さん』など、様々な体験ブースを開
催！オープニングとフィナーレを飾っ
た『ガオ君とミカちゃんのハッピーラ
イブ』も大盛り上がりでした！

 夏のおたのしみ 

特別工作・

お祭り金魚
ご来場のお子様全員に

工作おもちゃ
プレゼント！

7月３１日(土)～８月３日(火) ８月１３日(金)～８月１５日(日)

お盆３日間限定！
ゆらゆら揺れるスイカが
もらえるよ！カブトムシ付き♡

毎年大人気の工作です！
お祭り気分を味わおう！
毎年大人気の工作です！
お祭り気分を味わおう！

８月８日～８月１６日
は、絵本の貸し出しをお休みい
たします。

返却は随時受付いたします。

こどもはっち Staff 紹介 <Vol.4>

いつも優しい彩乃お姉さん！
こどもはっちに時々お目見えす
る、お寿司屋さんや、アイスク
リーム屋さんなど、彩乃お姉さ
んは、いつも皆に喜んでもらえ

るようにと、いっぱいアイデア
だして準備をしてくれます。
その腕前は、職人さんのようで
す。お魚が苦手ですが、お肉は
大好き！いつでもお声がけくだ
さいね♡

Ayano Matsusaka

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！

モグモグモグモグ


