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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

4/25 26 27 28 29 30 

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)

★スペシャル
　工作デー
　(こいのぼり)

★スペシャル
　工作デー
　(くるくるUFO)

★入学おめで
　とう写真展
　(～6/5)
　ギャラリー１

★お下がり品受付 

★お下がり品受付(5/29まで) 

★お下がり品受付(5/29まで) 

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
★ファミリー
　運動会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●プレパパママ
( 定員となり締切 )
●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

●おもちゃ病院
●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●にこにこ広場●転勤ママひろば

●どんぐり
　サークル

●おたん
　じょうび会
　（５月生まれ）

▼転勤ママひろば
　(6/7)予約開始

▼転勤ママひろば
　(5/17)予約開始

▼にこにこ広場
　(5/18)予約開始

▼どんぐりサークル
　(6/8)予約開始

▼どんぐりサークル
　(5/25)予約開始

▼おたんじょうび会
　(5/26)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。

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
情報
配信中♪

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。

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、小学生以上の方はマ
スクと靴下の着用をお願いします。

令和 4年 皐月MAY

上記のイベントの開催に伴い、おさがり品の無料提供を募集いたします。

５月１５日（日）～２９日（日）
引取時間：9：30～ 16：30　引取場所：こどもはっち
サイズ：新生児～ 120cm程度まで　　靴は 18cm程度まで
※ご提供くださる方は下記をご覧ください！
　・おさがり品として着ていただける、きれいな状態のもの
　・サイズごとに仕分けをする

時　間：9:15 集合　15:00 解散 ( 予定 )
定　員 ：親子 12組
対　象：パパとお子様
 ( もちろんママも一緒に参加OK !!)
参加費：無料
要予約 (電話受付のみ )
＜予約開始日＞5月１5日 ( 日 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

パパと一緒にバス遠足へ行こう！今回は十和田の旅！駒っ
子ランド＆とわだぴあでいっぱい遊ぼう！
※昼食は駒っ子ランド内の飲食店で購入も可能です♪
※当日は集合時間厳守でお願いいたします。
※はっちまで車でお越しの方は近隣の駐車場をご利用くだ
　さい。

参加する日によって工作テーマ
が違うよ！ゴールデンウィーク
はこどもはっち で工作遊びを
楽しもう！

会　場：はっち１階はっちひろば　（入場無料）

会　場：はっち４階こどもはっち内
参加費無料 (入場料別途 )・予約不要

１０：３０～１２：００
 整理券配布　９：００～
 ・整理券のない方は入場できません
 ・整理券は大人一人に一枚、一回限り配布します
 ・整理券にお名前・ご連絡先を記入していただきます

★春夏物！おさがり掘り出し市　

各日　①１１：００～　②１３：３０～　
※5/2( 月 ) の開催はありません

★スペシャル工作デー

【持ち物】
・昼食（現地調達可）
・レジャーシート
・マスク
・お手拭き

おさがり品
募集します

お
子
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★親子バス遠足

集合時間 ９：１５
 場所：はっちとさくら野の建物の間
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！
時間前に並ばない
ようご協力お願い
いたします。



●定番イベント 予約は電話受付のみ、定員になり次第締め切りいた
します。イベント内容などお気軽にお問い合わせく
ださい。

にこにこ広場
5月 18 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月
　　　まで

おたんじょうび会
5月 26 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：5月生まれ

転勤ママひろば
5月 17 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
5月 25 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで

※予約受付開始
5/3( 火祝 )9:30～

※予約受付開始
5/11( 水 )9:30～

※予約受付開始
5/4( 水祝 )9:30～

※予約受付開始
5/12( 水 )9:30～

おもちゃ病院
5月 29 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

ご好評いただき毎月
開催しているイベン
トだよ！ぜひ一度、
参加してみてね！

●Sさん（1才3ヶ月）
こどもはっちのイベントに参加するといつも踊る「ぼよよ
ん行進曲」。息子はいつも私に抱かれてぼーっと聴いている
だけに見えていましたが、1 才を過ぎた頃からテレビで「ぼ
よよん行進曲」が流れると、私の元に駆け寄ってきて抱っ
こをせがむようになりました。ぼよよ～ん♪に合わせて高
い高いをしてあげると、キャッキャッと笑って喜んでいます。
もう少ししたら自分でジャンプできるようになるのかな。
そんな姿を見るのも楽しみです。

『こどもはっち＆はちすくプレゼントキャ
ンペーン』のアンケートで、利用者の皆さ
まが知りたい情報、紹介してもらいたい情
報を募集しました！情報を集めて毎月
ちょっとずつご紹介していきます♪

親子で一緒に作れる『おやつレシピ』を教えて！

栄養満点！きな粉とにんじんのパンケーキ

ピカピカ１年生

入学おめでとう撮影会

お子さんと一緒に生地をまぜまぜした
り、ホイップやフルーツなどをトッピ
ングして楽しんでみてください♪にん
じんの自然な甘みがあるので、砂糖は
少なめでもＯＫ！野菜嫌いなお子様に
もオススメです！

４月から１年生となった子ども達１7名が
参加しました♪
カラフルなランドセルを背負って、みんな
立派な表情でした！幼い頃からこどもはっ
ちを利用している子が多くて、成長した姿
にスタッフも感動しちゃいました！
６月には「ピカピカ１年生 入学おめでとう
写真展」も開催するので、お楽しみに！！

双子ちゃんの 1年生！

今回も『こどもはっち＆
はちすくプレゼントキャ
ンペーン』でいただいた
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）

●Tさん（6才 /2才）
「転勤ママひろば」に参加して出身県やゆか
りのある県のママとおしゃべりできたこと。
知り合いのいない土地に転勤してきて心細
かった時だったので、とても楽しく癒され
るひと時でした。

●Aさん（1才7ヶ月）
はっちで出会った同じ年齢の子と２人でままごとごっこが
始まり、会話が噛みあっているようで噛みあってない感じ
がおもしろかったです。

材料（４枚分）

つくり方

ホットケーキミックス 200 g
牛乳 170 cc
きな粉   25 g
にんじん 半分

１、にんじんをすりおろす。
２、ホットケーキミックスときな粉を混ぜる。
３、２に牛乳と溶いたたまごを混ぜ合わせる。
４、３にすりおろしたにんじんを混ぜ、よくかき混ぜる。
５、フライパン　又は　ホットプレートに油をひく。
６、生地を１人分ずつ流し、しっかり中に火が通るまで焼く。
７、ひっくり返して、もう片面を焼く。これで完成！

たまご  1 個
砂糖 大さじ 1
油  少々

ご報告

こどもはっち 

イベントの

4 月 17日 ( 日 )

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→

おすすめ
商品

公
式
くれよん

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

人気玩具「子馬ちゃん」が、おもちゃハ
ウスくれよんオリジナルの兜を身に着け
て登場！！
もうすぐ端午の節句！
お家に飾ってみてはいかがでしょうか？
ひもを引っ張って遊ぶこともできるよ！

かぶと子馬ちゃん ¥1 , 5 0 0

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

出版社：
ひさかたチャイルド
作・絵：真珠まりこ

えほん

の

じかん

大人気『おべんとうバス』の続編です！
昨年発売されたばかりの新しい絵本です！
ハンバーグくん、エビフライちゃん、みかんちゃん・・・
お弁当のキャラクターたちが、かくれんぼをして遊んでい
ます。あそこに隠れているのは、だあれ？？
あてっこをしながら読んでみてください♪

こどもはっちの

ご紹介コーナー

思い出

次回もおたのしみに！


