
※通常のご利用は、１２：００からとなります。
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はっち休館日

こどもはっち 臨時休館（3/6まで）

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)

★ピカピカの
　1年生おめ
　でとう撮影会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパママ
●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
★オレンジデー

※通常利用は
　１２：００～

●にこにこ広場

●にこにこ広場●親子リズム
　体操

●転勤ママ
　ひろば

●どんぐり
　サークル

●おたん
　じょうび会
　（3月生まれ）

▼どんぐり
　サークル
　(4/ 13)
　予約開始

▼ふたごそっくり
　(4/ 3)予約開始

プレゼント
キャンペーン
結果発表

フォト
コンクール
結果発表

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。

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】

[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♪

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。

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。

※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。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。

会　場：こどもはっち 
参加費：無料（入場料別途）・予約不要

★特別開館日「オレンジデー」
 ３月２０日 (日 )　９：３０～１１：３０ 

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。
オレンジデー特別企画として、「春のリース工作」も行います！

ピカピカのランドセルを背負って、思い出に残る１枚を撮り
ましょう♫
撮影はプロカメラマンが行います！撮影時間は１５分程度で
す！撮影した写真は、後日パネルにして、６月の写真展で展
示します♫（展示期間は 5/31～6/5。6/6( 月 ) からのお渡し
となります）

会　場：はっち５階　レジデンスA
参加費：500円 ( 写真パネル代として )
要予約 ( 電話受付のみ )
＜予約開始日＞2月 21日 ( 月 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

★ピカピカの１年生　入学おめでとう撮影会
 ３月２７日 (日 )　１０：００～１４：００

会　場：はっち１階はっちひろば
入場無料
要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞3月 13日 ( 日 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

★ふたごさん＆そっくり家族大集合！
 ４月　３日 (日 )　１１：００～１２：００

毎年恒例イベント！今年もおたのしみ企画がいっぱいです！
全員参加のゲームコーナー、豪華な景品が当たるビンゴ大会
などなど♪おたのしみに♪

2月イベントのご報告　Last month on KODOMOHACCHI events.

インスタライブ リモートサークル

まめまき会やおたんじょうび会、
おひなまつり会のインスタライブ
を生配信しました！こどもはっち
のアカウントから視聴可能なの
で、まだ見ていない方はぜひ見て
みてね♪

親子 3組がお家からリモートで参
加しました♪読み聞かせや体操を
20分ほど行いました♪画面越し
だったけど、お友だちの顔を見て、
一緒に遊ぶことができてよかった
ね！

※定員となり締め切りました。



皆様のおかげで１１周年を迎えることができました。２月１１日のオープン日は残念
ながら休館中でしたが、お祝いをした様子を動画配信して、たくさんの方が見てくだ
さいました！ありがとうございました。１１周年を記念して、新しいおもちゃもたく
さん増えました！こどもはっちが再開したら、新しいおもちゃでいっぱい遊んでね♪

●定番イベント 休館が延長となり、イベント再開の見通しが暫くたたない為、
「定番イベント」の予約受付も一時休止させていただきます。

にこにこ広場
3月 11 日 ( 金 )
 18 日 ( 金 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月まで

おたんじょうび会
3月 10 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：3月生まれ

プレパパ・プレママひろば
3月 13 日 ( 日 )
10:00～11:00
対象：妊娠8ヵ月以上

親子リズム体操
3月 16 日 ( 水 )…１才 7ヵ月～就学前対象
10:30～11:10
はっち 2階 シアター 2
※予約受付開始 2/16・9:30～
（３月 2 日は開催中止となりました。）

転勤ママひろば
3月 15 日 ( 火 )
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ

どんぐりサークル
3月  9 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで

おもちゃ病院
3月 20 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

たくさんのエピソード
ありがとうございます！
次回もお楽しみに♫

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

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

入園入学に必要な巾着や移動ポケット、
レッスンバッグなど各種取り揃えていま
す！この春、入園・入学される皆さま、
いかがでしょうか？
ぜひおもちゃハウスくれよんへ、お立ち
寄りください♫

入園入学グッズ ¥500～¥2 , 5 0 0

着払いでの郵送も承ります。hachinohe_mirai_net@yahoo.co.jp

「こどもはっちでの思い出」ご紹介コーナー
2 月に『こどもはっち＆はちすくプレゼントキャンペーン』を行い、今回もたくさんの
ご応募がありました。いただいたアンケートの中から、ご利用者の方のこどもはっちで
の思い出をご紹介いたします♪（カッコ内はお子様の年齢です）

●Ｉさん（２才）
生後１ヶ月でこどもはっちデビューした頃は昼寝しに行ってるだ
けでしたが、今では小さい月齢の子たち先輩風を吹かせています。

●Ｏさん（１才５ヶ月）
昨年の「おさがり掘り出し市」で頂いたスヌーピーの長袖が、
息子の一番お気に入りの洋服になったので、大変ありがたかっ
たです！

●Ｉさん（３才・８ヶ月）
「ガオくんからの手紙」企画が思い出深いです。手紙の内容は、
ガオくんに妹が生まれるというもの。ちょうど息子にも妹がで
きたばかりだったので、当時 2 才半だった息子も内容が理解
でき、親子で楽しく読みました。息子に「こどもはっちからお
手紙が届いたよ」と渡した時「イェーイ！」と大変喜んでいま
したよ♪

「おにぎりにんじゃ」
出版社：講談社
作：北村裕花

えほんのじかん・ミニ！ 真っ黒なのりの衣に、身を包んだおにぎりにんじゃ。
おにぎりならではの忍法を次々とくりだし、奪われ
た巻物を、見事取り返すことができるのか！？　
そして、奪われた巻物に書いてあったのは・・・？
子ども達の心をつかむ楽しいストーリーに、スピー
ド感のある展開が楽しい１冊です！忍者になりきっ
て読んでみてね！


