
[ 夏祭りのチラシはこちら→]
https://kodomohacchi.net/
archives/18073

１１：００～１４：００
会場：はっち全館・マチニワ

★はっち全館まるごとこどもはっち夏祭り

★にんにん忍者参上！Augu s t

（日）
118

Ju l y

（日）
247

ふたご、三つ子、四つ子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。

★特別開館日「ふたごデー」
 ９：３０～１１：３０
 会場：こどもはっち
 参加費無料（入場料別途）・予約不要

対象：小学生 30名・未就学親子８組
参加費：子供１人 200円
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞7月18日 (月祝 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

１０：００～１１：３０
 会場：南部会館

Ju l y

（日）
37

南部会館が忍者屋敷に！忍者になりきって遊ぼう！
お家にある風呂敷を 1枚を持ってきてね♪

★夏休み絵画教室Augu s t

（日）
78

定員：各回８組　参加費無料
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞　7月18日 (月祝 )　
9：30～　定員となり次第、
締め切り致します。

① １０：００～１２：００（未就学児）
② １３：００～１５：００（小学生）
 会場：はっち１階　はっちひろば

夏の思い出や自分の好きな物など、自由なテーマで水彩画を
描きましょう。講師の先生が優しく教えてくれますよ！

★ラストラーダカンパニーがやってくるJu l y

（土）
167

対象：０才～就学前のお子様をもつ親子
定員：親子２５組　入場無料
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞　7月3日 (日 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞　7月１０日(日 )　9：30～
 ※こどもふろしき市のみ
 　7月　４日(月 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

 １０：３０～１１：１０
 会場：はっち１階　シアター１

ラストラーダカンパニー
によるサーカスショー🤡
扉を開けると絵本のよう
な道化師（クラウン・ピ
エロ）の世界✨言葉を使
わないノンバーバルの
サーカスです！

ガオ君ミカちゃんのファミリーコンサート」や「こどもふろしき
市」、「プロが撮る！撮影会」など、さまざまな体験・ものづくり
が楽しめるスペシャルな１日☆

※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。

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
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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
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●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
●プレパパママ
　ひろば

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作
●おもちゃ病院

★ラストラダー
　カンパニーが
　やってくる

★こどもはっち
　夏まつり

★キッズフェス
　ティバル

★サトシンの
　きらきら
　おはなし会

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★ふたごデー
　通常のご利用
　は12:00～

●転勤ママひろば

●どんぐり
　サークル

●おたん
　じょうび会
　（7月生まれ）

▼ラストラーダ
　(7/16)予約開始

▼夏まつり
　(7/24)予約開始

▼ガラクタ音楽会
　(8/28)予約開始

▼絵画教室
　(8/7)予約開始

▼こどもふろしき市
　(7/24)予約開始

▼忍者参上
　(8/11)予約開始



近隣町村の
お出かけスポットを教えて！

来月も近隣町村のお出かけスポットを紹介するよ！お楽しみに！

駒っこランドでは、馬と直接ふれあう貴重な体験ができ、
広大な敷地の中にはローラー滑り台や数々の遊具が用意さ
れていて、ワンパクな子供たちも一日中飽きることなく遊
んでいただけます。全国的にも貴重な馬の文化資料館「称
徳館」、馬と触れ合える「駒っこ牧場」などの複合施設です。

LINEと INSTAGRAMでも、
イベントの様子を配信しているよ！
ぜひチェックしてみてね！

おいらせ町にある観光農園。イチゴ狩りやバイキングレストラ
ン、足湯、そば打ち体験、物産館、熱帯果樹園ではバナナやパイナッ
プルが生っているのが見られます。ウサギやポニー、ヤギにエ
サをあげたりもできます。

deta
所在地：上北郡おいらせ町
 向山東2丁目2-1684
開館期間：通年
料　金：無料（いちご狩りは有料）
http://agurinosato.jp

deta
開場期間：火曜日～日曜日
休場日：月曜日（祝日の場合は翌日）
 年末年始（12/29～1/3）
利用時間：8:30～17:00
　　【称徳館】9:00～16:30
　　【駒っこ牧場】10:00～15:00
　　【交流館】9:00～16:30
料　金：無料（称徳館は有料）
http://komakkoland.jp

アグリの里
（おいらせ町）

その１

駒っこランド
（十和田市）

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！

お魚つりセット　¥1,300～
夏だ！お家でお魚つりをしよう！
青森ヒバを使った「おふろで魚つり」と、
持ち運びもできるフェルト素材の「お
でかけ魚つり」の 2種類をご用意して
います (*^_^*)
どちらもお魚の種類が豊富で、飽きず
に遊べますよ～！

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♪

おさがり掘り出し市

こどもはっち 
イベントの

6月５日 (日 )
親子バス遠足
6月 19日 (日 )

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

出版社：ブロンズ新社
作：トレーシー・コーデュロイ
絵：ティム・ワーンズ
訳：三辺　律子

主人公のアーチーは、みんなの人気者。
ある日「いやっ！」という言葉を覚えて、アーチー
の口ぐせはすっかり「いやっ！」になりました。お
家でも「いやっ！」、保育園でも「いやっ！」、お友
達から遊ぼうと言われても「いやっ！」
ところが、だんだんと寂しくなってきて・・・
アーチーはもっとステキな言葉を覚えて、新しい口
ぐせになりました！！みんなのお気に入りの言葉は
何かな？？

今回は約３９０名の親
子が参加！例年よりた
くさんの無料提供品が
寄せられて、大人 1
人 10 点をお渡しする
ことが出来ました！無
料提供にご協力くだ
さった皆様、ありがと
うございました。

大型バスに乗って十和田
市へ行ってきました！
駒っこランドではお馬さ
んにエサやりをしたり、
アスレチックでいっぱい
遊びました！かだぁ～れ
ではお買い物をしたり、
ソフトクリームを食べた
り、思い出たっぷりの遠
足になりました♪

●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
7月 10 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
7月 5 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
7月 13 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才～就学前まで

※予約受付開始
6/21( 火 )9:30～

※予約受付開始
6/29( 水 )9:30～

※定員となり
　締め切り

おたんじょうび会
7月 14 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：7月生まれ

※予約受付開始
6/30( 木 )9:30～

おもちゃ病院
7月 31 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB


