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はっち休館日

●おたのしみ工作 ★秋冬物
　おさがり市

●おたのしみ工作 ●おたのしみ工作

★秋の文化公演
　（南郷）

★ハロウィン
　パーティー
●おもちゃ病院

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

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。

●にこにこ広場

●にこにこ広場

●親子リズム体操

●親子リズム体操●転勤ママひろば

●転勤ママひろば

●どんぐり
　サークル

●どんぐり
　サークル

●おたんじょう会
　（10月生まれ）

▼にこにこ広場
　(11/5)
　予約開始

▼ハロウィン
　パーティー
　(10/31)
　予約開始

▼転勤ママひろば
　(11/2・16)
　予約開始

▼親子リズム体操
　(11/10・17)
　予約開始

▼おたんじょう会
　(11/11)
　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

※9 月 30 日までは休館中です。
　お間違えのないようご注意ください

子育て情報
いっぱい♪

こどもはっちでは、育児相談事業の受付を
随時行っております。利用者の方の安全面
を配慮し、電話での相談も受付いたします。
ぜひご利用ください。

新型肺炎ウイルス感染予防の
ため「おたのしみ工作」をお
休みしておりましたが、１０
月２日（土）より再開いたし

ます。工作キットの配布は、
９月３０日（木）で終了とさ
せていただきます。

相談事業のお知らせ 「おたのしみ工作」再開のお知らせ

※イベントは新型コロナウイルス感染状況により変更 ・ 中止となる可能性があります。 あらかじめご了承ください。
 中止や延期の場合は SNS（公式 LINE・ホームページ）でお知らせ致しますので、配信をご覧ください。

１０月 ３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
入場無料・予約不要

★秋・冬物！おさがり掘り出し市！

こどもはっちに寄せられた子ども服（新生児～ 4 歳児用）を必要とする親子へ
お渡しいたします！お気に入りの 1着を見つけてみてね♪

＜整理券について＞
・当日９：００～はっちひろばにて配布します
・１家族１枚ではなく、大人の人数分のお渡しとなります
　（大人１人で入場の場合は１枚、大人２名で入場の場合は　2枚、となります）
・整理券の裏面に氏名・住所・電話番号を記入いただきます。
 指定された時間にスタッフに提出し、ご入場ください
＜おさがり市ご利用について＞
・整理番号順に 20組ずつ入場、5分で入れ替えとなります。
・おさがり品は大人１人 5点まで

会　場：南郷文化ホール 定　員：親子２００名
参加費無料・要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞　９月２６日 (日 )　９：３０～

★秋の文化公演「あやとじろきちおおかみ」
 １０月 １６日 ( 土 )１３：００開演 <１２：４５開場> 

今年も人形劇団プークがやってくる！
「あやとじろきちおおかみ」「スカーフのファンタジー」の２作品をご覧いただ
けます。優れた作品・生の舞台を是非ご家族でお楽しみください♪

会　場：はっち１階 はっちひろば
定　員：各回２２組
対　象：①０才～１才６ケ月 ②１才７ケ月～就学前
参加費：お子様１人２００円・要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞　１０月１０日 (日 )　９：３０～

★ハロウィンパーティー
 １０月 ３１日 ( 日 )　①１１：００～１２：００
　  ②１３：００～１４：００ 

ガオくんとみかちゃんのミニコンサートや、ハロウィンのおはなし会などなど！
仮装コンテストもありますので、是非かわいく仮装してきてね！



インスタで
ガオくんに会おう！

子どもの魔力…

８・９月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI

キラキラキューブ工作
８月８日 (日 )

小学 1～ 5年生の子ども
たちがキューブ型の万華鏡
作りに挑戦！難しい作業も
ある工作でしたが、親子で
力を合わせて完成！夏休み
の思い出がつまった作品に
なったね♪

こどもはっち 初のインスタライ
ブ！生配信でスタッフは緊張し
ていましたが、たくさんの反響
をいただきました！

ものスタ
わくわくワークショップ
８月８日 (日 )

はっち 4 階で開催されたイベン
トで、こどもはっち前では「映え
るうちわ作り」を行いました♪透
明のうちわにラインストーンや
シールで自由に装飾！個性豊かな
自分だけのうちわが出来上がりま
した。

インスタライブ　
おたんじょうび会
9月８日 (水 )

●定番イベント 各定番イベントの詳細はお気軽にお問い合わせください。
※月２回イベントの場合は、どちらか１回の参加でお願いします。

にこにこ広場
10月  8 日 ( 金 )
 22 日 ( 金 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月まで
※予約受付開始
9/24・9:30～

おたんじょうび会
10月 14日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：10月生まれ
※予約受付開始
9/30・9:30～

親子リズム体操
10月  6 日 ( 水 )
 20 日 ( 水 )
10:30～11:10
※予約受付開始
9/22・9:30～

転勤ママひろば
10月  5 日 ( 火 )
 19 日 ( 火 )
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ
※予約受付開始
9/21・9:30～

どんぐりサークル
10月 13 日 ( 水 )
 27 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで
※予約受付開始
9/29・9:30～

おもちゃ病院
10月 31日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

＊11月イベント予告＊「クリスマスプレゼントの木」
皆さんはギビングツリー（援助の木）をご存じですか？様々な事情でプレゼント
をもらえない子どもたちへプレゼントを贈る企画です。海外ではクリスマスにな
ると、デパートなどにギビングツリーが飾られます。日本ではなかなか目にする
ことがありませんが、こどもはっちでは昨年からこの取り組みを開始しました。
あなたもぜひこの素敵な企画に参加してみませんか？

＜プレゼントが欲しい人＞
手作りオーナメントに欲しい物を描
いて、こどもはっちへに送ってね！
・オーナメント締め切り：
 11月20日（土）到着分まで
・プレゼント受け渡し：
 12月22日（水）～12月26日（日）

＜プレゼントしたい人＞
ギビングツリーのオーナメントを選
び、プレゼントをご用意ください。
・オーナメント展示期間：
 11月25日（木）～12月17日（金）

詳しくはホームページをご覧ください！

日々の写真や楽しい動画を配信するよ！
「こどもはっち 」で検索してね♪

絵本作家×

そうめん研究家！

異色のコラボに

よって生まれた

痛快ストーリー！

（ポプラ社HP）

「そうめん　ソータロー」
出版社：ポプラ社
作：岡田よしたか　企画：ソーメン二郎

えほんのじかん・ミニ！

矢野初佳さん 外舘香織さん

暑い夏、大活躍だったそうめん！その、そうめんがソータロー
となって、季節を越えて旅するお話です。夏は引っ張りだこの
そうめんですが、秋になり、冬になり、はたしてソータローは
どうなるのでしょう！ぜひぜひ読んでほしい一冊です。

こどもはっち Staff 紹介 <Vol.4>

矢野さんは高校生からボランティ
アでお手伝いに来てくれた、素敵
なお姉さんです。昨年から、アル
バイトスタッフとして頑張ってい
ます。週末の工作タイムやインス
タ配信、行事の準備担当のしっか
り者です。コロナ禍で成人式が延
期になったり、大変な年でしたが、
こどもはっちのお友達が大大だー
い好きなお姉さんです。

外舘さんは本屋にお勤め経験があ
る、絵本大好きなママです。絵本
の選択から、修理管理まで、こど
もはっちの絵本博士です。ネズミ
さんのように働き者で、いつも皆
を元気にしてくれます。

Uika Yano Kaori Todate

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！

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

　　秋は実りの季節です。かわいい野菜が勢
ぞろいです。おままごとはもちろん、お部屋
のインテリアにも、本当に可愛い作品です。
ぜひ手に取ってごらんください。
新鮮なお野菜が皆さんをお待ちしています。

フェルトのお野菜セット


