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ＡＭハビット
×ぐるりん
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PMおはなし
ひろば
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おもちゃ病院

～ぐるりんのおもちゃを持って出張します♪～

≪コミセン親子ひろば≫
８月２２日（火）西部コミセン
１０：３０～１１：３０実施
９月７日（木）けやきコミセン
１０：００～１１：３０実施
ぐるりんのおもちゃで遊べます。おもちゃに関する相談も受け付けます。

≪ふたご・みつごのつどい

「 サークルリングウェーブを作ろう！ 」

９月１９日（火）１０：３０～１１：３０
赤ちゃんの初めてのおもちゃにママからの手作りおもちゃは
いかがでしょうか。動きも音もきれいで赤ちゃんのお気に入
りになりますよ。
おもちゃのぐるりんで楽しいひとときを過ごしませんか？

対 象：妊娠６ヵ月から生後３～５ヵ月の
お子さんとその母親 10 組（父親同伴可）
申込み：９月１日（金）10:00～（申込順）
直接または電話でお申し込みください。

23

★出張ぐるりん
28

貸出し日

22

＊15:30 までにお越しください。時間内なら自由
に参加できます。※混み合うこともありますので
時間に余裕をもってお越しください。

ファースト・トイをママの手で

ＰＭ牛乳パック
の椅子作り

手 作 り お も ち ゃ の 会「牛乳パックで電車をつくろう」

24

ぐるりんにある子ども用の椅子を作ります。
対 象：未就学児の保護者 1２人（同室可）
※初参加優先
申込み：７月１５日（土）10:00～（申込順）
直接または電話でお申し込みください。
持ち物：牛乳パック 背もたれなしの場合…12 本
背もたれありの場合…２０本
※半分は切り開かずにお持ちください
布ガムテープ １巻（長さ 25ｍくらいのもの）
新聞紙
朝刊７日分
※カバーは作れませんが、作り方を書いた資料を
お渡しします。

９月２日（土） ５日(火) １０：３０～１５：３０

貸出し日

貸出し日
敬老の日の
プレゼント作り

休館日

９月９日（土）１３：００～１５：００

敬老の日プレゼント

手形アートのはがきを送ろう

31

1

17

牛乳パックの椅子づくり

手型に目や耳をつけて、手形アートのはがきを作ります。
大好きなおじいちゃんおばあちゃんにメッセージを書い
て送りましょう。1 人 2 枚まで作れます。

日

10

牛乳パックを使ってオリジナルの電車を
作ります。お客さんを乗せて出発進行！
持ち物：牛乳パック１本

海の中ってどんなふうになっているんだろう？
魚が住む海のボードを作ります。魚や船が動きます。
持ち物：なし

★季節の特別企画★

9月

3

９月１２日（火）～１６日（土）
「牛乳パックで電車をつくろう」

＊15:30 までにお越しください。 ＊水曜日と金曜日の午後は比較的込み合うことが予想されます。
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貸出し日

休館日

８月８日（火）～１２日（土）
「さかなが泳ぐ
海ボードをつくろう」

ボールプール
24

30

手作りおもちゃの会

土

９月２１日 (木) 10：００～11：３０≫

ぐるりんのおもちゃで遊べます。手作りおもちゃ「パタパタちょうちょ」も作れます。
＊手作りおもちゃは 11 時までの実施です。
※コミセン親子ひろば、ふたご・みつごのつどいの実施に関しては
武蔵野市子ども政策課（℡６０－１２３９）へお問い合わせください。

おもちゃ病院の日
８月２６日（土）９月３０日（土）
１０:００～
壊れたおもちゃがお家に眠っていませんか？
おもちゃドクターが直してくれます！
・ご利用は、原則当日取りに来られる方が対象です。
・直接ぐるりんへお持ちください。スタッフが修理個所
を確認をして、ご自身でカルテに記入していただきます。
・おもちゃは１家族１点です。
・部品の交換等で実費がかかる場合があります。
≪事前預かり≫
予約はできませんが、壊れたおもちゃの
事前預かりを受け付けています。
８月→１７日（木）～ ９月→２１日（木）～
※日曜・月曜以外の 10:00～16:00
≪当日受付≫１０：００～１２：００まで

おはなしひろば
８月２５日（金）１４:３０～１５:００
＜大野田福祉の会＞
９月２９日（金）１４:００～１４:３０
＜紙ふうせんグループ＞
＊地域の方による絵本や紙芝居の読み聞かせです。
自由にご参加ください。

ツイッターをご活用ください！
イベントのお知らせや申し込み状況、畑の野菜の収穫日など
たよりに載せていない情報も発信しています。ツイッターの
アカウントをお持ちでない方も、ぐるりんホームページから
見ることができます。ぜひご覧ください。
アカウント名：toy_gururin

ハビット×ぐるりん

「子どものイヤイヤどうしてる？」

第４９号

平成２９年８月

９月２８日（木）１０:３０～１１:３０

だより ８.９月

ハビットの臨床心理士によるミニ講座と座談会を行います。『イヤイヤにどこまで付き合えばいいの？』
『何を考えているのかわからない！』など、お子さんのイヤイヤについて困ったことはありませんか？
そんなときの子どもの気持ちや対応について一緒にお話ししましょう。
対 象：未就学児の保護者１０人（同席可）
申込み：９月５日（火）10:00～（申込順）
直接または電話でお申し込みください。

ハビットでは臨床心理士の方が、子どものことば、理解、
気になる行動などの相談に応じています。

ス タ ッ フ に よ る ぐ る り ん 紹 介
手作りおもちゃや事業を開催しない
火曜日と木曜日の午前中のぐるりん
は、わりと空いています。ゆっくり
おもちゃで遊びたいお子さんにとっ
ては狙い目です。時には、大人気の
ブリオがひとり占めなんて日もあり
ますよ♪ 思う存分遊べます。
すずき まさえ

以前から好評だったクラフトコーナ
ーをリニューアルしました。手作り
おもちゃの会の期間以外でも自由に
工作が楽しめます。ぬりえも用意し
ました。ぬりえの中にはスタッフが
描いたものもありますよ！工作やぬ
りえも楽しんでくださいね☆
たけうち まいこ

武蔵野市立

みどりのこども館

ぐるりんからのおしらせ

情報コーナーにある「なんでもノー
ト」はご存知ですか？利用者さんか
らの耳より情報やスタッフからのメ
ッセージものっています。みなさん
に役立つ口コミ情報からちょっと聞
いて欲しいことまで「なんでも」気
軽にご記入くださいね！
まえだ あい
指定管理者：社会福祉法人

武蔵野

館内には、武蔵野市在住の子どもとその保護者を対象とした３つの施設があります。

おもちゃのぐるりん

利用案内

２００９年 7 月に「みどりのこども館」内にオープン
しました。親子で自由に遊べる他、おもちゃの貸出し
やおもちゃの修理、手作りおもちゃの会などのイベン
トも行っています。赤ちゃんから大人まで楽しめるお
もちゃがたくさんあります。

開館日・開館時間：火曜日～土曜日 午前 10 時～午後 4 時
（日曜日・月曜日・祝日及び年末年始はお休み）
利用できる方： 0 歳～未就学児とその保護者
利用料：無料

運営委託：公益財団法人武蔵野市子ども協会

こども発達支援室

ウィズ

※子ども協会が発行する子育て支援施設共通利用カードで入館していただきます。
お持ちでない方は登録していただきますので身分証明書をお持ちください。

地域療育相談室

発達が気になる 3 歳児～5 歳児までの子どもの育ち
を支援する通園事業（児童発達支援事業）です。

ハビット

7 月１４日(金)に、第８回みどりのこども館あそぼうデーが開催されました。
例年に比べると参加者が少なかったのですが、その分巧技台のアスレチック
や寒天などの感触遊び等普段体験できない遊びを思う存分楽しむ姿が見られ
ました。ご参加いただいた皆さまありがとうございました。
また、８周年を迎えたぐるりんへのメッセージを皆さまから頂き、部屋に掲示
しています。心温まるメッセージやお子さんの可愛らしい絵にスタッフ一同感
激しています。ありがとうございました。

9 月よりランチタイムを再開します！
ランチタイムを９月より再開します。時間は 12 時から１時半です。
お昼ご飯を持参してゆっくりぐるりんで遊んでください。

4 月～6 月、9 月～11 月の比較的過ごしやすい時期に外のデッキで
ご飯が食べられます。
なお、水分はいつでも室内でお摂りいただけます。

・三鷹駅より
北口関東バス 2 番乗り場から、柳沢駅行きまたは東伏見駅北口行
「武蔵野住宅入口」バス停下車 5 分
・吉祥寺駅より
北口関東バス 2 番乗り場から、柳沢駅(吉 53 武蔵野営業所経由)行
「武蔵野住宅入口」バス停下車 5 分
・武蔵境駅より
北口関東バス３番乗り場から、三鷹駅(武蔵野大学経由)行
「武蔵野営業所」バス停下車 8 分

ホームページは
こちらから

緑町２－６－８ ３７－２０１６

開館 火曜日～土曜日 午前 10 時～午後 4 時
（祝日・年末年始を除く）
ホームページ http://mu-kodomo.kids.coocan.jp/gururin/
ツイッターアカウント名 toy_gururin
※どちらも「おもちゃのぐるりん」で検索できます。

みどりのこども館 あそぼうデー、大盛況でした。

ランチタイムとは？

１8 歳までの子どもの発達に関する相談事業です。
専門の資格を持った職員が相談に応じます。

武蔵野市立みどりのこども館

暑い夏がやってきましたね。７月１０日に、ぐるりんは８歳の誕生日を迎えました。
ますます楽しいぐるりんになるように、スタッフ一同頑張りたいと思っています！
ぐるりんでは、お天気の良い日には外に水遊びグッズを用意しています。夏の
遊びを親子で是非楽しんでくださいね。また、外は日差しも強いので熱中症対策
もお忘れなく！蚊の発生も多いので虫除け対策もしてくださいね。

ｖｏｌ．１５

なにしてあそぶ？

～おすすめの水遊びおもちゃ～

水陸両用お風呂で遊ぶ木のおもちゃ
水かきをくるくる回して水面に置くと、輪ゴムの力
で水かきが回転しユーモラスに泳ぎ出します。陸上
でも動きます。陸上ではガタゴト動き、水中ではバ
シャバシャ走ります。かにとかめがあります。

ウォーターゴースト
ペットボトルに入ったゴーストがふわふわと楽しいダン
スをしてくれます。ぎゅっとペットボトルを握るとこの
ウォーターゴーストは沈んでいきます。握りを緩めると
また浮かびます。軽くぐいぐいと握るとくるくる回った
りもします。うまく踊るにはちょっととしたコツも必要
です。ひとつひとつ手作りのガラス製なのでそのすべて
が一点もので、とてもユーモラスです。

《水遊びについて》
※プール遊びではありません
ぐるりんの水遊びは、プール遊びではありません。
塩素消毒をしていないので、たらいやビニールプールに入って遊ぶことができません。ご注意ください。
水遊びをされる際には濡れてもいい服装または着替えをご持参ください。

