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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！

１０：３０～１１：３０
会　場：はっち 2階　シアター２
参加費無料 

★太陽先生スマイル教室

★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

※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。

★入学おめでとう！
ピカピカの一年生写真撮影会

Mar c h

3 /5
（日）

Ma r c h

3 /1 2
（日）

Ma r c h

3 /2 6
（日）

定　員：10組
対　象：妊娠 13週～体調が安定している妊婦さん
　　　　(お付き添いはお一人まで )
＜予約受付中＞電話受付のみ
定員になり次第締切いたします。

定　員：18名
対　象：4月に小学校へ入学するお子様
参加費：1000円（写真パネル代として）
＜要予約＞電話受付のみ
予約開始日 3月 5日 ( 日 )  9:30～
定員になり次第締切いたします。

ピカピカのランドセルを
背負って、思い出に残る
一枚を撮影しましょう！
撮影はプロカメラマンが
行います📷ひとりで撮っ
ても、兄弟や家族と一緒
でもＯＫ！

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。

【特別企画】

ちょうちょに変身して
写真を撮ろう！

写真パネルは
写真展で展示
されるよ！

★入園おめでとう！
ハッピーコンサートMar c h

3 /2 6
（日）

定　員：親子 40組
対　象：4月に入園（幼稚園・保育園）する
　　　　3才以上のお子様とその家族
参加費無料
＜要予約＞電話受付のみ
予約開始日 3月１日 (水 )  9:30～
定員になり次第締切いたします。

初開催✨春から入園する子ども達を応援するコン
サート♪ハッピーな気持ちになるお歌がいっぱい！
巨大バルーンも登場！
みんなで子ども達の門出をお祝いしましょう ^^

１１：００～１２：００
会　場：はっち 1階　はっちひろば

１０：００～１３：００
会　場：はっち 5階　レジデンスA

展示期間：６月８日(木)～１１日(日)
会　　場：はっち１階 ギャラリー１
写真展終了後、写真パネルをプレゼント！

プレママ、あつまれ！

ママになるための

からだづくり、

参加してみませんか？

素敵な歌のプレゼント！
みんなも一緒に歌ってね♪

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

2/27 28 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 30 31

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。

やむを得ずイベントを中止・
延期とする場合はSNS( 公式
LINE・ホームページ ) でお
知らせ致します。

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)令和 5z 年 弥生 MAR
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●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●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

●プレパパママ
　ひろば
●おはなし会
●おたのしみ工作

★入学おめでとう
　写真撮影会
★入園おめでとう
　コンサート
●おもちゃ病院
●おたのしみ工作

★ふたごデー
　通常のご利用
　は12:00～

●にこにこ広場

●どんぐりサークル

●おたん
　じょうび会
　（3月生まれ）

●転勤ママひろば

▼おたんじょうび会
　(4/5)予約開始

▼入学おめでとう
　撮影会(3/26)
　予約開始

▼にこにこ広場
　(3/15)予約開始
▼入学おめでとう
　コンサート(3/26)
　予約開始

▼どんぐりサークル
　(4/12)予約開始

▼おたんじょうび会
　(3/16)予約開始

春分の日

●おはなし会
●おたのしみ工作

●おたのしみ工作
★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♪

みんなの子育てエピソードを教えて！

1817g と小さく産まれた娘。今はみんな
に負けないくらい良く食べ、標準を超え
るくらい大きくなりました＾＾　ケラケ
ラと声を出して笑う娘がとても可愛い。
ずり這いもあと少し！後ろばかりに進ま
ないで、ママのとこに来てね (笑 )

A さん（０才８ヶ月 /👧）

S さん（２才 /👦・０才５ヶ月 /👧）

妹が生まれてからヤキモチがひどかった長男。
妹を叩いたり、ほっぺに噛み付いたり、ひや
ひやさせられる毎日でした。
少しずつ妹を可愛がるようになり、5 か月が
経ったある日、妹の手をとって手遊び歌で遊
んでいる姿が…。こんな日が来るんだと、心
打たれる光景でした。今では「〇〇ちゃん可
愛い～」となでなでし、妹も兄に遊んでもら
うとケラケラと笑っています。

O さん（３才 /👦）

普段、仕事着のラフな姿に見慣れている
せいか、休日におしゃれすると「可愛い
ね～！」と褒めてくれる息子。産後初め
て塗った足のマニキュアにも、いち早く
気付いて「このピンクどうしたの？可愛
いね～！」と褒めてくれました。小さな
彼氏のようです (笑 )

K さん（１才 /👦）

初めて預かり保育を利用したときに、そ
れまで長時間離れたことがなかったので、
お迎えにいったときに、涙を浮かべなが
ら笑顔で走り寄ってきてくれたときは、
嬉しくて私もうるっとしました。

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

入園バッグ
触り心地の良いキルト生地
を使用した入園バッグはい
かがですか？ひとつひとつ
手作りなので、他のお子さ
んとも被らない！✨
おそろいのシューズバッグ
や、便利な移動用ポケット
もおすすめです！

●入園バッグ
　￥1,000～　
●シューズバッグ
　¥500～
●移動ポケット
　¥800～

入園準備を
される方必見！

出版社：童心社
作・絵：いわむら かずお

野に生きる子うさぎ「ふうとはな」の驚きと発見と
冒険の日々を描くシリーズ。二匹が野原で出会った
のは、きいろい、きれいな花。タンポポです。タン
ポポのまわりに更に集まってきたのは……？
子どもたちが読んだ後に、野原に飛び出して自然に
触れてほしいと願いが込められたお話です。

ふうと はなと たんぽぽ

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！

太陽先生スマイル教室

こどもはっち 

イベントの

2/5( 日 ) おひな祭り会 2/23( 水祝 )
今回初開催！生後 2ヶ月～
11ヶ月の赤ちゃんとママが
８組参加！
講師の川口太陽先生から赤
ちゃんの成長過程や運動機
能のおはなしをたっぷり聴
くことができ、その場で実
践しながら楽しく学べる講
座でした♪

１年ぶりの開催となった「お
ひな祭り会」には親子 35 組
が参加しました！
みんなであまい白酒（カル
ピス）や、雛菓子を食べて、
雛祭りのおはなしを聞きま
した ^^ 昔ながらの貝合わせ
遊びも、みんな大正解✨一
足早いお雛祭りになりまし
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。

転勤ママひろば
3月 9 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：県外出身・
 転勤族のママ

どんぐりサークル
3月 8 日 ( 水 )
10:30～11:10
対象：1才
 ～就学前まで

※予約受付開始
2/21( 火 )9:30～

※予約受付開始
2/22( 水 )9:30～

にこにこ広場
3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
3/1( 水 )9:30～

おたんじょうび会
3月 16 日 ( 木 )
10:30～11:10
対象：2月生まれ
※予約受付開始
3/2( 木 )9:30～

おもちゃ病院
3月 26 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！

おたのしみ工作 おはなし会
金   １１：００ 日   １３：３０ 日  １１：００

工作の内容は「こどもはっち公式LINE」でご覧いただけます♪

各回１０組（１回５組、２回に分けて実施します）

特大絵本の読み聞かせ
やパネルシアターを行
います♪お楽しみに！

こどもはっち内にて行います

①１１：００
②１３：３０土

①１１：００
②１３：３０祝

週末・祝日限定のスペシャルイベント！


