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はっち休館日
(1/1まで)

●おたのしみ工作 ★プレパパ
　ママひろば
●おたのしみ工作

★クリスマス会★出前サークル

★知的しょうがい
　を擬似体験して
　みよう

●おたのしみ工作 ★オレンジデー
●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●ふたごデー
●おたのしみ工作

●にこにこ広場

●にこにこ広場

●転勤ママひろば ●どんぐり
　サークル

●おたんじょう会
　（12月生まれ）

▼にこにこ広場
　(1/14・28)
　予約開始

▼親子リズム体操
　(1/12・19)
　予約開始

▼出前サークル
　(12/15)
　予約開始

▼小正月
　(1/10)予約開始

▼クリスマス会
(12/19)予約開始

▼知的しょうがい
　を擬似体験
(12/27)予約開始

▼おたんじょう会
　(1/13)
　予約開始

▼おたんじょう会
　(12/16)
　予約開始

年末年始休館・時間変更のお知らせ
★休館日★  １２月２９日(水)～１月１日(土)
★開館時間の変更日★ １月２日(日)・３日(月)
   １０時～１６時３０分まで

 
１月４日(火)からは通常開館となります！
(通常開館時間：９時３０分～１６時３０分)
お間違えのないようご注意くださいませ。

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。

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。

会　場：はっち１階　はっちひろば
定　員：親子 25組
対　象：０才～就学前の親子
参加費：お子様 1人 200円
要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞　12月 5日 ( 日 )　9：30～

★クリスマス会
 １２月 １９日 ( 日 )１１：００～１２：００ 

ミニコンサートやクリスマスのおはなし会を行います (^▽^)/
今年もガオサンタがやってくる♪
家族みんなでクリスマスを楽しもう！

場　所：はっち２階　シアター２
定　員：親子 10組
対　象：年長～小学 6年生
参加費：無料（入場料別途）・要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞　12月６日 (月 )　9：30～

★知的しょうがいを擬似体験してみよう
　～知ってほしいな！私たちのこと～
 １２月 ２７日 ( 月 )１１：００～１２：３０

親子で擬似体験をして、知的しょうがいについて知ろう！

１２月１２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。当日はオレンジデー特別企画と
して、クリスマスのおはなし会と工作も行います♪

※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。

１２月２６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ための開館日。
こどもはっち の中で交流を楽しみながら遊びましょう！小学生の
お子様も入場可能です。



[URL] https://lin.ee/2L7kpnV
[ID] @520zdtjq

[URL] https://lin.ee/rcWI1ag 
[ID] @awk6512m

LINEこどもはっちLINEはちすく通信登録はお済
みですか？

アンケートご回答コーナー
こどもはっちに寄せられたアンケートのご意見＆ご回答を紹介いたします。

●ご意見「駐車場を無料にして欲しいです。」

●ご回答
いつもご利用いただきましてありがとうございます。
駐車場については皆さんにご不便をおかけしております。ポータルミュージア

ムはっち内にある、こどもはっちは「子育て集いの広場」としてご利用いただ

いております。中心街に立地し、街中でお買い物をしていただき、駐車場等も

ご利用いただくことで、街の活性化に貢献できる施設でもあります。皆様のご

理解とご協力を今後ともお願い申し上げます。
ただし、車いすや大型のバギー等の対応はさせていただきますので、お問い合

わせください。

●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
12月  3 日 ( 金 )
 17 日 ( 金 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月まで
※予約受付開始
11/19・9:30～

おたんじょうび会
12月 16日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：12月生まれ
※予約受付開始
12/2・9:30～

プレパパプレママひろば
12月  5 日 ( 水 )
10:00～11:10
対象：妊娠8ヶ月以上
※随時予約受付中

転勤ママひろば
12月  7 日 ( 火 )
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ
※予約受付開始
11/23・9:30～

どんぐりサークル
12月 8 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで
※予約受付開始
11/24・9:30～

おもちゃ病院
12月 12日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB １０月・１１月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI events.

ハロウィンパーティー
10月 31日 ( 日 )

当日は「ハロウィンの館」というおばけ屋
敷が登場し、ちょっぴり怖いおばけたちか
らおやつをもらいました♪毎年恒例の出し
物「おおきなかぼちゃ」もあって、にぎや
かなハロウィンパーティーになりました♥

八短読み聞かせサークル
11月 7 日 ( 日 )

八戸学院短期大学部幼児保育学科のお姉さ
んたちが読み聞かせ＆ハンドベル体験会に
来てくれました！八戸の名物がたくさん登
場する手作り絵本が大好評でしたよ～♫

人形劇団ひとみ座公演
11月 3日 ( 水祝 )

人形劇団ひとみ座の人形劇「ちいさなゾウ
のパオパオ」とペープサート作品「ブタと
オオカミ」を鑑賞しました！登場キャラク
クターの個性が豊かで楽しいおはなしに、
感動と笑顔が溢れました！

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

　縄文時代の土偶をイメージした
編み帽子です (^^)/
サイズも子ども用 ( 大・中・小 )、
大人用さまざま取り扱っていて、
試着も可能ですよ！
あったかい編み帽子で八戸の冬を
乗り越えましょう！

どぐうちゃんぼうし　 ¥1 , 8 0 0～

「ぐりとぐらのおきゃくさま」
出版社：金の星社 作・絵：いもとようこ

えほんのじかん・ミニ！

ねずみのぐりとぐらは自分達の家の前まで続くおかしな穴を見つけました。
家に入ると、大きな長靴、まっかなオーバー、まっしろなえりまき、まっ
かな帽子・・・おおきな袋も置いてあります。カステラを焼くいいにおい
も漂ってきました。
おきゃくさまは一体誰なのでしょう？
親子一緒に「おきゃくさまは一体誰なんだろう？」とワクワクしながら読
み進めてみてくださいね♪
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画


