
１０：３０～１２：００
会　場：はっち１階はっちひろば
入場無料

 整理券配布　９：００～

⚠整理券配布時間は 9:00～ですが、時間前に並ばないよう
ご協力をお願いします。

★春夏物！おさがり掘り出し市　

★わくわく親子クラシックコンサートJune

（日）
296

jun e

（日）
５6

発達にばらつきがある、集団になじめない、お
友達と上手に遊べない、、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。当日はオレン
ジデー特別企画として、おはなし会と工作も行
います☆

★特別開館日「オレンジデー」
 ９：３０～１１：３０
 場所：こどもはっち
 参加費無料（入場料別途）・予約不要

対象：０才～就学前のお子様をもつ親子
定員：１５０名・入場無料
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞5月30日 (月 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

 １０：３０～１１：３０
 場所：八戸市公会堂　文化ホール

Jun e

（日）
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９：００～２１：００（最終日は１５：００まで）
会　場：はっち１階ギャラリー１　入場無料・予約不要

★ピカピカの一年生　入学おめでとう写真展May

（火）
31５

jun e

（日）
５6

4 月 17 日 ( 日 ) に行われた「ピカピカの一年
生 入学おめでとう撮影会」の写真を展示します。
カラフルなランドセルを背負った 17 組の子ど
も達の晴れ姿をどうぞご覧ください！　
協力：㈱フォトセンター惣門

 整理券について 

・整理券のない方は入場できません
・当日９時からはっちひろばにて配布します。
・１家族１枚ではなく、並んで頂いた大人の方
１人に１枚のお渡しとなります。
・配布は１名につき１回までとさせて頂きます。
（大人１名で入場の場合は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。

 おさがり市のご利用について

・整理番号順に１０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点までお持ち帰り頂けます。

ムジカトウキョウによるクラシックコンサート♪
赤ちゃんから大人まで楽しめます！
ディズニーやジブリの名曲や、クラシック音楽な
どを演奏予定✨

※通常のご利用は、１２：００からとなります。
　皆様のご協力をお願いいたします。

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

mon tue wed thu fri sat sun

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

5/30 31

30

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】

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。

※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。

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)

[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

令和４年 水無月 JUN

★ピカピカの一年生
入学おめでとう写真展（ギャラリー１）

最終日は
15:00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

★春夏物！
　おさがり市

●読み聞かせ
●おたのしみ工作
●プレパパママ
　ひろば

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★親子バス遠足
●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

★オレンジデー
　通常のご利用
　は12:00～
★ホコテン

●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
　（6月生まれ）

▼転勤ママひろば
　(7/5)予約開始

▼にこにこ広場
(6/22)予約開始

▼おたんじょうび会
(6/16)予約開始

★親子クラシック
　コンサート
▼どんぐりサークル
　(7/13)予約開始

▼おたんじょうび会
　(7/14)予約開始



市内の

お出かけ

スポット

を教えて！

八食センター 2 階に作られた
420㎡の室内広場です。
「くりまるじょう」や「からくり
べや」、「キッズクリフ」など楽
しい遊具がいっぱい！「乳幼児
コーナー」や授乳・おむつ替え
ができるスペースもあります。

八戸市の魚について学べる科学館。
大水槽やタッチ水槽、「いかパラダイス」
という名のイカコーナーなど、大人にも
子どもにも人気のスポット。5 階の展望
室からは” 蕪島” が一望できますよ！

deta
開館時間：9:00-17:00( 通常 )
  9:00-17:00(6 月～8月 )
定休日：年中無休
料　金：小学生以下無料、小・中学生 100円
 　高校生 200円、一般 300円
http://www.marient.org

deta
開館時間 :  9:05-  9:50
  10:00-10:45
  10:55-11:40
  12:00-12:45
  12:55-13:40
  13:50-14:35
  15:00-15:45
  15:55-16:40
定休日：1月 1日のみ
対　象：小学 2年生以下
料　金：0才無料、1才～小学 2年生 500円 /45 分
 くりやランドメンバーズに加入で 300円 /45 分
https://www.849net.com/kuriya-land/

マリエント
マリエント

水産科学館
水産科学館

ランドランド
くりやくりや

えほん
の
じかん

『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♪

スペシャル工作デー

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）

こどもはっち 
イベントの 4月 29日 ( 金祝 )

～５月５日 (木祝 )

ファミリー運動会
５月８日 (日 )

こどもはっちの

ご紹介コーナー

思い出

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

コットン帽子　¥1,000
くれよんの大人気商品！編み帽子！雨
の多い時期でもカラフル帽子をかぶっ
て、オシャレしてお出かけしよう！
カラー・デザイン・サイズは種類さま
ざまです！
試着もできますので、ぜひお店にいら
してみてくださいね♪

出版社：ひさかたチャイルド

作・絵：間瀬ナオカタ

せっかくの遠足なのに、雨。子ども達もやるせ
ない表情。でもバスの外には紅葉や海、次から
次へと美しい景色が広がります。
目的地の「ぶどうやま」に着くと、雨がやんで・・
最後の仕掛けには、パパやママも思わず感動す
るはず！！
憂鬱な“雨の遠足”が楽しく感じられる絵本です！
遠足やお出かけのタイミングで読んでみてね♪

●  Sさん（1才4ヶ月）
子どもが歩けるようになり、こどもはっちに初めて連れて
行った時、目をキラキラさせ「おっ！おっ！」といろいろ
なものを指差して見た事ないものに触れ、とても楽しそう
にしていました。今はおままごとに夢中で八百屋さんに
なったり、カフェ店員になったり、とても楽しそうです。
子どもの成長を感じながら一緒に楽しく遊んでいます。

●  Nさん（2才）
初対面のママさんと「何歳ですか？」から始まり、保育園
や幼稚園のお話もしたり気分転換になり、とても嬉しいで
す。息子もおままごとがお気に入りで毎回行くと楽しんで
います♪

●  Oさん（9ヶ月）
「プレゼントの木」の企画でプレゼントを頂いたのですが、
サンタさんは私にもミルクティーをプレゼントしてくださ
いました。プレゼントなんて久しぶりにもらいました。メッ
セージカードもついていて、読んで感動して泣いてしまい
ました。メッセージカードは辛い時に見ると元気になりま
す。ミルクティーを飲むと頑張るぞ！という気持ちになり
ます。私の宝物になりました。ありがとうございました。

ＧＷ期間中、毎日工作
を開催しました！
前半は「しんかんせん
こいのぼり」、後半は
「くるくるＵＦＯ」を
作りました😊小さい子
も一生懸命作っていま
した！

赤ちゃんからパパママ
まで全員参加の運動会
👪ハイハイレースから
始まり、パン食い競争、
玉入れ競争など、８つ
の競技を行いました✨
新競技「ハンバーガー
つむつむ競争」もあり、
ママ達も大活躍でした
💓

●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。

プレパパママひろば
6月 12 日 ( 日 )
対象：妊娠８ヶ月以上
会場：はっち５F
 レジデンスB

転勤ママひろば
6月 7 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
6月 8 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで

※予約受付開始
5/24( 火 )9:30～

※予約受付開始
5/24( 水 )9:30～

※随時予約受付中

にこにこ広場
6月 22 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月
　　　まで
※予約受付開始
6/8( 水 )9:30～

おたんじょうび会
6月 16 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：6月生まれ
※予約受付開始
6/2( 水 )9:30～

おもちゃ病院
6月 19 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB


