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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

●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

●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

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★特別企画
こども商店街(～ 21日)

●にこにこ広場

●親子リズム体操

●親子リズム体操

★人形劇団
　ひとみ座公演

文化の日

勤労感謝の日

●転勤ママひろば

●どんぐりサークル

●おたんじょう会
　（11月生まれ）

▼どんぐりサークル
　(12/ 8)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(11/24)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(12/3・17)
　予約開始

【はっち市 2021(19～21 日 ) 開催中止のお知らせ】
年間カレンダー等に 11月 18 日 ( 木 )・22 日 ( 月 ) は臨時休館日と記載しており

ましたが、通常開館いたします。お間違えのないようご注意ください。

11月 20 日 ( 土 )・21 日 ( 日 ) の 2日間は『ものスタマーケット in はっち』を

開催します！詳しくはホームページをご覧ください。

▼転勤ママひろば
　(12/7)
　予約開始

★ものスタマー
ケットinはっち

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。

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♪

会　場：はっち２階シアター２
定　員：各回２０家族
対　象：０才～就学前の親子
入場無料・要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞　10月 11日 ( 月 )　9：30～

★人形劇ひとみ座公演
 １１月 ３日 ( 水祝 )①１１：００～
  ②１３：３０～ <上演時間５０分> 

人形劇「ちいさなゾウのパオパオ」を上演します！
トコトコトコトコ絵本の中から飛び出したパオパオ、いろんなお友達に出会い
ます。ペープサート作品「ブタとオオカミ」も同時上演します♪

場　所：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「こども商店街」
 １１月 ２０日 ( 金 ) ～２１日 ( 日 )

いらっしゃい！いらっしゃい！
こどもはっちにお店屋さんごっこが楽しめるコーナーが登場するよ！
今回はどんなお店かな？お楽しみに♪

●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
11月 5 日 ( 金 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月まで
※予約受付開始
10/22・9:30～

おたんじょうび会
11月 11日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：10月生まれ
※予約受付開始
10/28・9:30～

親子リズム体操
11月 10 日 ( 水 )
 17 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：10日→シアター２
 17日→シアター１
※予約受付開始
10/27・9:30～

転勤ママひろば
11月   2 日 ( 火 )
 
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ
※予約受付開始
10/19・9:30～

どんぐりサークル
11月 24 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで
※予約受付開始
11/10・9:30～

おもちゃ病院
11月 14日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

ちいさなゾウのパオパオ

ブタとオオカミ

①11:00～の部は定員と
　なり締め切りました。



ステキなお名前をつけ
てくれてありがとう♡ガオくんに妹が生まれたよ！

【プロフィール】

名前：K―hacchi ガコ
誕生日：９月２９日

好きな食べ物：八戸産のイチゴ

【名付け親】

お名前を考えてくれたのは、

うえむら　みことちゃん（２才）、

 わかなちゃん（５ヶ月）の姉妹です！

スペシャルイベント「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！

１０月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI events.

１０月の子育てサークル　Last month on KODOMOHACCHI club activities.

秋冬物！おさがり掘り出し市
10月 3日 ( 日 )

こどもはっちに寄せられた子ども服を来場者へお渡ししました！
まだまだ使える可愛いお洋服がたくさん！どの親子も喜んでお持
ちになっていました (*^-^*)

☆無料提供にご協力くださった皆様へ☆
皆様から頂いた御品は約 500名の親子へお渡しすることができ
ました。ご協力頂きありがとうございました。

北は北海道、南は九州まで、幅広い
出身者の方が参加！

転勤ママひろば

おばけに食べられちゃう！ゴールまで
走れ～！ハロウィンゲームをして遊び
ました♪

親子リズム体操

みんなでちびっこ忍者に
変身したよ！ゆびにん
じゃの手袋をはめて手遊
びもしたよ♪

どんぐりサークル
みんなでマジックショー
をしました♪
みんなでポーン！
大成功！

おたんじょうび会

こどもはっち にこにこ杯 !
ハイハイレースで大盛り上がり♪

にこにこ広場

「プレゼントの木」
出版社：金の星社
作・絵：いもとようこ

えほんのじかん・ミニ！

アメリカの「ギビング・ツリー」というすてきな
習慣がモチーフになっています。他者への無償の
愛が生む、心温まるおはなしです。クリスマスツリーに飾られた、子どもたちが欲し
いものを書いたオーナメント。それを見たワニの親子はサッカーボールを、ねこのお
ばあちゃんはぬいぐるみを、子どもたちに贈ります。くまのぼうやが見たオーナメン
トには、いったいなんと書かれていたのでしょうか・・？
「こどもはっちクリスマスプレゼントの木」の企画のヒントになった素敵な絵本です。
大人の方もぜひ読んでみてください。

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

　　毎年大人気の編みぼうしが入
荷しました (≧▽≦) りんご、かき、
どんぐり、いろんな形の帽子があっ
て、どれにしようか迷っちゃう！
サイズも大中小さまざま取り扱っ
ていて、試着も可能ですよ！

編みぼうし　 ¥1 , 0 0 0～ 土偶のあみ帽子
も新登場♪


