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１0：3０～１1：3０
集合場所：マチニワ

★どんぐりサークル
「マチニワで水遊び！」

★パパ応援スペシャルライブ
　【ともとものガラクタ音楽会】

Augu s t

（水）
248

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。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
 会場：こどもはっち
 参加費無料（入場料別途）
 予約不要

定員：親子 30組
対象：0～12才　入場無料
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞７月３１日(日 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

１０：３０～
 会場：はっち１階 はっちひろば

Augu s t

（日）
218

音を楽しむのが音楽、器の音を楽しむのが楽器、それ

を楽しむのが人間。ぜひ親子でともワールドへ！

★こどもはっち
　あおもり　パパフェス

Augu s t

（日）
288

１０：００～１５：００
会場：はっち１階　はっちひろば
入場無料

子育てパパを大応援！プレパパママも大集合！

みんなで楽しく元気に子育てしよう！

パパ応援スペシャルライブや

新生児用品のおさがり無料

提供などを行います🎵

イベントのチラシはこちら→

★「スウェーデンのパパたち」
　 写真展

Augu s t

（火）
238

（日）
28

 対象：１才～未就学のお子様
 定員： 20 組
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞　8月１０日(水 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

 ９：００～２１：００
 ※最終日は 15:00 まで

育休先進国スウェーデンの父親た
ちの日常を切り取った写真展👨👦
育児に奮闘するスウェーデンの父
親たちのリアルな姿が写真におさ
められています！
ぜひご家族皆様でご覧下さい😊

夏といえば水遊び！マチニワのホッピングウォーターで
水遊びを楽しもう♪スタッフ手作りの水遊びグッズもあ
るよ (^_-)-☆

17：0０～１8：3０
会場：マチニワ

★こどもはっち秋祭りSeptember

（土）
109

 定員： 親子 50組
 対象 :2 歳以上　　参加費：こども一人 500円
要予約(電話受付のみ)
＜予約開始日＞　8月２１日(日 )　9：30～
定員となり次第、締め切り致します。

「こどもはっち秋祭り」を初開催！盆踊りやおみこし
担ぎ、金魚すくいなど、夏の風物詩を楽しもう♪
ポップコーンやフランクフルトなどもあるよ！
浴衣や甚平を着て遊びに来てね (*^-^*)

※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。

 会場：はっち１階　はっちひろば
 入場無料・予約不要

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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★「スウェーデンのパパたち」写真展at はっちひろば 最終日15:00まで

「忍者参上」
開催を延期
いたします

ご
協力
お願いしま

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。

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：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

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★こどもはっち
　パパフェス
　ガラクタ音楽会
●おもちゃ病院

★忍者参上

●読み聞かせ
●おたのしみ工作

★オレンジデー

●転勤ママひろば

★どんぐり
　サークル
  マチニワで水遊び

●おたん
　じょうび会
　（8月生まれ）

★絵画教室
★ダルレの物語

▼にこにこ広場
　(9/7)予約開始

▼どんぐり
　サークル
　(8/24)予約開始

▼秋祭り(9/10)
　予約開始

▼おたん
　じょうび会
　(8/25)予約開始

▼転勤ママひろば
　(8/30)予約開始

▼秋の文化公演
　(9/19)予約開始

●プレパパママ
　ひろば

通常のご利用
12:00～

●ホコテン



近隣町村の
お出かけ
スポットを
教えて！

館内は「航空ゾーン」と「科学ゾーン」の二つのゾー
ンで構成されており、大人も子供も家族連れで楽
しめる内容となっています。」世界発の太平洋無着
陸横断飛行を成功させた「ミス・ビードル号」の
展示、数々の飛行機が並び、さまざまなアトラク
ションや実験コーナーも楽しめます。

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！

deta
開場期間：火曜日～日曜日
利用時間：9:00～17:00
休場日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
 12 月 30日～1月 1日     
利用料金：中学生以下無料
  高校生 300円
  一般 510円
https://kokukagaku.jp

道の駅みさわ＆三沢ホースパーク

その2

今月は三沢市！

次回もお楽しみに！

【道の駅みさわ】deta
開館期間：火曜日～日曜日
利用時間：9:00～19:00(4～10月 )
  9:00～18:00(11～3月 )
休場日：毎週月曜日(祝日の場合は翌日)
 12月29日～1月3日
利用料金：無料（アトラクションは有料）
ご当地グルメ「エアフォースバーガー」
が大人気！ゴーカートやポニーの乗馬
体験ができます。無料休憩所もあり。
https://kite-misawa.com/tonamihan/

【三沢ホースパーク】deta
開場期間：火曜日～日曜日
利用時間：9:00～17:00
休場日：毎週月曜日
道の駅みさわの隣！
こちらも乗馬体験やホース
トレッキングが楽しめます！
https://misawa-horse-park.com

三沢航空科学館

かぐらちゃん　¥1,200～
お祭りの歯打ち神楽をイメージ
して作った「かぐらちゃん」は
毎夏の人気商品です。持ち手を
振ると「カン！カン！」と音が
響き渡ります！
衣の色も種類豊富です！ぜひお
祭り気分を楽しんでください♪

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♪

ふたごデー

こどもはっち 
イベントの

7月 3日 (日 )
ラストラーダカンパニーやがってくる！
7月 16日 (土 )

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：偕成社
作　者： はたこうしろう

暑い夏の日、主人公の少年は山へクワガタ取りに行きま
す。山までの道のりは、田んぼ道、牛舎、滝のある川、
神社など、とても自然豊か。何度も転んで泥だらけにな
りながらもクワガタを捕まえ、ワクワクが抑えられない
少年は猛ダッシュで家へ帰ります。
絵本を開いた途端に夏の風、夏の香り、夏の音を感じる
不思議な絵本です。パパやママは自分の幼少時代を思い
出して、懐かしい気持ちになると思います。絵本の中に
繰り広げられる美しい景色にも心癒されてください。

こどもはっちでは、ハイハイ時期の赤ちゃんの利用も多いため、安全で清潔な
床の上で遊べるよう、大人の方や小学生以上のお子様の靴下着用のご協力を頂
いております。授乳室のみご利用の際も必ず着用をお願いします。お忘れになっ
た場合は、靴下の販売も行っておりますので、受付スタッフへお声がけください。
とくに今の時期は汗をかきやすいので、大変恐れ入りますが、皆様のあたたか
いご理解ご協力をお願い申し上げます。

今回は5組の双子ちゃ
んが参加♪
ひまわり工作＆夏の
フォトコーナーで写真
撮影を楽しみました！

かわいいピエロさんが登
場するミニサーカス
ショーを開催しました！
ジャグリングなど様々な
パフォーマンスが間近で
見れて、子ども達も大喜
びでした♪

●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
8月 21 日 ( 日 )
対象：妊娠８ヶ月以上
会場：はっち５F
 レジデンスA

転勤ママひろば
8月 30 日 ( 火 )
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ

※予約受付開始
8/16( 火 )9:30～

※定員となり
　締め切り

おたんじょうび会
8月 25 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：8月生まれ

※予約受付開始
8/11( 木 )9:30～

おもちゃ病院
8月 28 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

こどもはっちご利用のみなさまへのお願い


