
おもちゃ病院の日  
 ４月２８日（土）５月２６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。 
４月→１９日（木） ５月→１７日（木） 
※日曜・月曜以外の 10:00～16:00 

 

≪当日受付≫１０：００～１２：００まで 

 

 

出張ぐるりんのお知らせ ～ぐるりんのおもちゃを持って出張します♪～ 
 
月に 1 回程度、市内のコミュニティセンターで行われている「コミセン親子ひろば」にぐるりんの 
おもちゃを持って“出張ぐるりん”を実施します。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。ぐるりんが遠くて中々来られない方も、この機会にぜひお越しください。 

 
≪コミセン親子ひろば １０：３０～１１：３０≫  

＊5 月８日（火） 場所：西部コミセン 

＊コミセン親子ひろばの実施に関しては、 
武蔵野市役所子ども政策課（TEL６０－１２３９）へお問い合わせください。 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日 貸出し日 貸出し日

8 9 10 11 12 13 14

休館日 休館日 貸出し日 ボールプール

15 16 17 18 19 20 21

休館日 休館日 貸出し日 ボールプール

22 23 24 25 26 27 28

休館日 休館日
ＡＭ野菜の苗を
植えよう！

貸出し日
ＰＭおはなし

ひろば
おもちゃ病院

29 30

休館日 休館日

4月　

手 作り お もち ゃ の会「ぐんぐんのぼるこいのぼりをつくろう」

 

 

  

 

 

  

     

     

    

  

   

 

 

  

  

 

  

   

 

  

 

 

    

 

 

４月１７日（火）～２１日（土） 

「ぐんぐんのぼる 

こいのぼりをつくろう」 
ストローとたこ糸を使って動く 

こいのぼりを作ります。 

たこ糸を左右交互に引くと  

こいのぼりが上にのぼります。       

持ち物：なし 

持ち物：なし 

 
 

 

手作りおもちゃの会 

＊ 受付：10:３０～15:30  ＊ 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。 
 

おはなしひろば 

４月２６日（木）１５:００～１５:３０ 
＜大野田福祉の会＞ 

地域の方による季節にちなんだお話や絵本、 
紙芝居の読み聞かせの会です。 

 

 ＊ぐるりんのお部屋で行うため、この時間はブリオや 

音の出るおもちゃはお休みします。 

 

 

 

★季節の特別企画★ 

 

お子さんの手形で作ったお花にママへのメッセージ 

を添えて。母の日のプレゼントにどうぞ！ 
 
持ち物：なし（汚れても良い服装でいらしてください） 

５月１０日（木）、11日（金）、12日（土）   

１０：００～１１：３０ １３：３０～１５：３０ 
 
母の日プレゼント  

素敵なママに手形で作ったカードを送ろう 

５月１５日（火）～１９日（土） 

「紙バネあおむしをつくろう」 
 
 

細長くつなげた折り紙 2 本を交互に折り重ねて 

紙バネあおむしを作ります。坂道をゆっくりと 

伸び縮みしながら下りていきます。 

持ち物：なし 

 
 

 

＊ランチタイム実施の時間帯の開催はありません。 
 

レシピを用意しています♪ 

ぐるりんでは、以前行った手作りおもちゃのレシピを用意しています。手作りおもちゃを作りたい！ 

どんなおもちゃがあるのか知りたい！という方はスタッフまでお声かけください。 

 

野菜の苗を植えよう！！４月２４日（火）１０：３０～   
スタッフと一緒にぐるりんの畑にピーマンときゅうりの苗を植えませんか？ 
※汚れても良い服装でお越しください。軍手や着替えが必要な方はお持ちください。 

 ※植え付けが終わり次第終了   雨天の場合：４月２６日（木）１０：３０～ 
※開催については、ツイッターでお知らせしますのでご確認ください。 

 

  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 

 

 

ファースト・トイをママの手で  

サークルリングウェーブを作ろう！  

５月２４日（木）１３：３０～１４：３０ 

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：５月１日（火）10:00～（申込順） 

直接または電話でお申し込みください 

  

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

貸出し日
休館日

（憲法記念日）
休館日

（みどりの日）
休館日

（こどもの日）

6 7 8 9 10 11 12

休館日 休館日 ＡＭ出張ぐるりん 貸出し日

貸出し日

13 14 15 16 17 18 19

休館日 休館日 貸出し日 ボールプール

20 21 22 23 24 25 26

休館日 休館日 貸出し日
ＰＭファースト・
トイをママの手で

ＡＭハビ×ぐる おもちゃ病院

27 28 29 30 31

休館日 休館日 貸出し日

5月　

手作 り おも ち ゃの 会 「紙バネあおむしをつくろう」

母の日のプレゼント作り
「素敵なママに手形で作ったカードを送ろう！」



 ｖｏｌ．１９ 

なにしてあそぶ？ ～ニューフェイスのおもちゃ～ 

 

こども発達支援室 ウィズ 
 

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。 
 

地域療育相談室 ハビット 
 

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。  

ぐるりんのホームページが一新します。初来館の方でもわかりやすいように、地図が詳細になりました。おもちゃ

の写真も充実。貸出しおもちゃにどんなおもちゃがあるかご自宅でゆっくり確認もできますよ。また、今月の予定

表もわかりやすくなりました。おもちゃのぐるりんのロゴの【る】の文字がくるくると回転する可愛らしい動きも

あります。スマホからも見やすいホームページになりました。ぜひご活用ください。 

（4 月からの開始を予定しています。） 

 
 

ぐるりんからのおしらせ 
ホームページをリニューアルします！ 

 

今年度より通年ランチがとれるようになりました。 

屋外での食事になるので、各自で気をつけながらご利用ください。 

光化学スモッグや高温注意報が発令された際には、こちらからお

声がけいたします。 

また、ぐるりんには冷蔵庫、電子レンジはありません。食べ物の

保管や取扱いについてもくれぐれもお気をつけください。 

 

 

  

 

対 象：未就学児の保護者１０人 ※託児はありません 

申込み：５月８日（火）１０時から 

直接または電話でお申し込みください。 

 
  

  

 

 

 

  

  

    

    

 

 

 

 

 

  

   

第５３号 平成３０年４月 

だより 

 

武蔵野市立 みどりのこども館   指定管理者：社会福祉法人 武蔵野 

館内には、武蔵野市に在住する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 
 
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
やおもちゃの修理などのイベントや手作りおもちゃ等
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。 
運営委託：公益財団法人武蔵野市子ども協会 

利用案内 
 
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 
※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。 

新年度になり、新生活が始まり何かと慌ただしい春ですね。幼稚園に入るお子さん、 

4月から職場復帰のお母さんに保育園に入るお子さん、そしてぐるりんを卒業して 

1年生になるお子さん・・・と、様々な春が始まる季節です。 

ぐるりんは、今年でオープンして９年目に入ります。これからもおもちゃとの出会いで 

素敵な日々が過ごせますように、皆さんの子育てを応援します。 
 

４.５月 

 

武蔵野市立みどりのこども館おもちゃのぐるりん  ３７－２０１６ 
武蔵野市緑町２丁目６番８号 
武蔵野緑町２丁目第３アパート８号棟１階 

 
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。 

ホームページは 
こちらから 

ランチタイムについて 

ジュエルドミノ 
 

積み木の片面に色とりどりのジュエルが埋め

込まれています。まるで本物の宝石のように 

キラキラと輝きます。 しりとり遊びの要領で、

同じ色同士をつなげて遊びます。またレンガ積

み木として積んで遊んでもきれいです。 
 

 

たっちゃんげす 
 
ボックスの中にブロックを入れて、プレートと同じ形の

ブロックを手探りで探し当てるおもちゃです。手先の感

覚をたよりに形を想像したり判断したりします。小さい

お子さんにはプレートのくぼみに同じ形のブロックを

探す形合わせができます。16 種類の形の違うブロック

があるので、名前当てやごっこ遊びもできます。 
 

おもちゃの貸出しカードの登録更新について 

貸出し登録は 1 年の更新制です。4 月より登録の更新をいたしますので、お子さんまたは保護者の方の身分

証明書（保険証や運転免許証など）をお持ちください。新しい貸出しカードをお渡しします。 

 

おもちゃの貸出しとは？ 

毎週水曜日と毎月第１土曜日（祝日の場合は翌週）は、おもちゃの貸出し日です。 

約１００点のおもちゃの中からお子さん 1 人につき 1 点、１週間貸し出します。 
 

ハビット×ぐるりん 

「子どもの自己主張、どう対応してる？」 

５月２５日（金）１０ :３０～１１ :３０ 
 

ハビットの臨床心理士を招いてミニ講座と座談会を行います。『子どもの気持ちや思いにどこまで付き合えばい
いの？』『生活習慣をきちんと身につけて欲しいのになんで言う事を聞かないの？』『子どもの気持ちに添えな
いとトラウマになるのかな？』など日常生活の中でお子さんの対応について戸惑うことはありませんか？ 
そんなときの子どもの気持ちの切り替えや大人の言葉がけなどについて一緒にお話しましょう。 
 
 

 

対 象：未就学児の保護者１０人 ※託児はありません 

申込み：４月２６日（火）１０時から 

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。 

 

 

ぐるりんでは新年度になり新しいおもちゃを購入しました。部屋の模様替えをするたびに新しいおもちゃを少

しずつ設置していきますので、楽しみにしていてください。今回はその中から 2 点ご紹介します。ぜひ遊んで

くださいね。 

 

・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 

 

時間:12:00～13:30 場所:外デッキ   
（ござを準備します。） 

おもちゃのぐるりんの門扉は 

開館中常に開放しています。 

お子さんの飛び出しは、 

思わぬ事故につながります。 

保護者の方は十分にお気を 

つけください。 

 

ご注意ください。 
 

http://mu-kodomo.kids.coocan.jp/gururin/

