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LINEこどもはっちLINEはちすく通信イベント情報

配信中！

①１０：００～　②１０：３０～

③１１：００～　④１１：３０～

★おひな祭り会

★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

※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。

１０：3０開演
（開場１０：１５ / 終演１１：４０）

★入学おめでとう！
わくわくコンサート

Feb r u a r y

2 /1 9
（日）

Feb r u a r y

2 /2 3
（木祝）

Feb r u a r y

2 /2 6
（日）

会　場：はっち３階　和のスタジオ 
定　員：各回親子 10組
参加費：お子様 1人 100円
＜要予約＞電話受付のみ
予約開始日 2月 5日 ( 日 )  9:30～
定員になり次第締切いたします。

会　場：八戸市公会堂文化ホール（八戸市公民館）
定　員：450名
対　象：4月に小学校へ入学するお子様とその家族
入場無料
＜要予約＞電話受付のみ
予約開始日２月１日 (水 )  9:30～
定員になり次第締切いたします。

お茶会で雛菓子をいただいたり、親子で楽し
める貝合わせゲームで「ひなまつり」のお祝
いしましょう。

４月に新一年生になるお子さんとそのご家族を対象と
したコンサートです！ミカちゃんやガオくんが登場♪

支援を要するお子様、ご家族限定のスペシャルデー！
おはなし会や工作を楽しみましょう！
※団体利用は事前にご連絡ください。

【特別企画】

八戸えんぶりを
楽しもう！

休館日
変更の
お知らせ

令和５年
４月
より

令和５年４月１日（土）より、八戸ポータルミュージアム「はっち」の休館日が原則、
毎週火曜日に変更になります。
そのため、「こどもはっち」も原則、毎週火曜日が休館日となります。
お間違えのないようご注意ください。
※年末年始の休館日は、これまでどおり１２月２９日～１月１日となります。
※今年度は毎月、第２火曜日が休館日です。

来てくれたおともだち
にオリジナル烏帽子
をプレゼント♪

0～3才

4才以上

当日は、こどもはっち内に
八戸えんぶりをイメージし
た写真撮影コーナーが登
場するよ！✨

詳しくはチラシを見てね！

デーリー東北新聞社のキャラクター
「デリオン」も遊びにくるよ！

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

1/30 31 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

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)

公式ホームページ

令和４年 如月 FEB
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●おたのしみ工作

★おひな祭り会
●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

★ミニえぼしをつくろう！
　20日まで(なくなり次第終了)

●おたのしみ工作

●おたのしみ工作

●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

★入学おめでとう
　コンサート
●おもちゃ病院

★オレンジデー
　通常のご利用
　は12:00～

●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
　（2月生まれ）

▼転勤ママひろば
　(3/7)予約開始

▼にこにこ広場
　(2/15)予約開始
▼入学おめでとう
　コンサート(2/26)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(3/8)予約開始

▼おたんじょうび会
　(2/16)予約開始

▼おひな祭り会
　(2/23)予約開始

建国記念の日

天皇誕生日

★太陽先生
スマイル教室



『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♪

「近隣町村の
　お出かけスポット」
 について教えて！その３

間木堤（まぎつつみ）は農業用のため池で、冬になると多くの白鳥が
飛来します。この時期になると、エサ（パンの耳）も販売され、エサ
やり体験もでき、小さなお子さんも楽しめますよ！
３月中旬頃まで白鳥を観察できるので、是非訪れてみてくださいね！

<deta>
住　所　：青森県上北郡おいらせ町
開場期間：常時開場
利用料金：無料（エサは有料）

「下田公園・間木堤（おいらせ町）」

えほん
の
じかん

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→

公
式
くれよん

ID ：@laf8859
TEL：0178-20-0840

えんぶり子馬ちゃん

２月は八戸の郷土芸能「えんぶり」
がやってきますね！おもちゃハウス
くれよんには、期間限定でえぼし姿
の子馬ちゃんが登場しました！
八戸土産や、お祝いのプレゼントと
してもおすすめですよ♪

色なし￥1,000　
色付き ¥1,500期間限定

出版社：ポプラ社
作・絵：せな けいこ

今年の干支はうさぎ！うさぎが登場する絵本の中からおすす
めの１冊をご紹介します。
食べることが大好きなくいしんぼうさぎ。ある日、ごちそう
をたくさん食べたくいしんぼうさぎが地面に沈み、地球の反
対側へ！！くいしんぼうさぎはお家に帰れるのでしょうか・・
奇想天外な展開が面白いおはなしです。お子さんと一緒にク
スクス笑いながら読み進めてみてくださいね。

くいしんぼうさぎ

こどもはっち はちすく通信

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！

小正月を
お祝いしましょう

こどもはっち 

イベントの

1/9( 月祝 ) ふたごデー 1/22( 日 )
おもちつき体験やまゆ
だま作り、巨大福笑い
など、お正月遊びを楽
しみました。
今年１年もみんなが元
気ですくすく大きくな
りますように！！

今回は 0～ 4 才の 4 組
の双子ちゃんが参加しま
した！
昔遊びを楽しもう！とい
うことで、羽子板作りと、
風船をつかって羽根つき
遊びをしました (^^)

※メールマガジン「はちすく通信」は2023年3月31日(金 )
をもちまして、配信を終了します。今後「はちすく通信」は
LINE配信のみとなります。

応募条件　※応募は１家族１回までとさせて頂きます。

 こどもはっち公式 ＬＩＮＥ／はちすく通信ＬＩＮＥ
　の両方 に登録している方

メール応募の必要事項
 ①お名前（お子様のお名前も）
 ②お子様の年齢（０歳の場合は月齢）
 ③電話番号
 ④メールアドレス
 ⑤こどもとのハッピーエピソード！
 ⑥こどもはっちで「やってほしい！」イベント、企画など
 ⑦ご意見・ご感想

応募締切

 2023 年２月２８日（火）１６：３０

結果発表 <当選者の方にはお電話でお知らせします>

 2023 年３月　３日（金）午前中

応募方法： info@kodomohacchi.com

こどもはっち＆はちすくLINE

プレゼント
キャンペーン

本文に必要事項を入力し上記メールアドレスに送信ください。
また、こどもはっちに設置している応募用紙の必要事項を記入
して、抽選箱に入れてもOK！

2023/2/28
16:30 締切

アンケート内容を
メールで送るだけ！

素敵なプレゼントが当たるか
も！！

●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。

転勤ママひろば
2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
2月 8 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才
 ～就学前まで

※予約受付開始
1/24( 火 )9:30～

※予約受付開始
1/25( 水 )9:30～

にこにこ広場
2月 15 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才のお誕生月
　　　まで
※予約受付開始
2/1( 水 )9:30～

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

おもちゃ病院
2月 26 日 ( 日 )
10:00～12:00
※当日受付
会場：はっち５F
 レジデンスB

プレパパ・
プレママひろば
2月 12 日 ( 日 )
10:30～11:10
対象：妊娠８ヶ月以上
会場：はっち5階
 レジデンスA
※随時予約受付中


