
 
おもちゃ病院の日  

 ６月２３日（土）７月２８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。 
６月→１４日（木） ７月→１９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♪～ 
 
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。 

≪コミセン親子ひろば １０：００～１１：３０≫  

＊６月 １日（金） 場所：吉祥寺南町コミセン 

＊７月２７日（金） 場所：吉祥寺北コミセン 

＊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。 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

     

     

   

  

   

 

  

  

  

  

 

   

 

 

  

 

      

 

お子さんの足型で作ったネクタイに 

パパへのメッセージを添えて。 

父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） 

＊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。 
 

おはなしひろば 

６月２８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 

６月７日（木）、８日（金）、９日（土）   

１０：００～１１：３０ １３：３０～１５：３０ 
 
父の日プレゼント  

素敵なパパに足型で作ったカードを贈ろう 

＊ランチタイム実施の時間帯の開催はありません。 
 

手作りおもちゃの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。 

 

６月１２日（火）～１６日（土） 
１０：３０ ～ １５：３０ 

「コケコッコー！ 

元気なニワトリをつくろう」 
 

紙コップに通した糸を水で湿らせて 

糸を指でこするとニワトリの 

鳴き声が聞こえるよ！ 

 

持ち物：なし 
 

 

手作りおもちゃの会 

６月 29 日(金）、30 日(土) 
１０：００～１１：３０ １３：３０～１５：３０ 
願い事が叶いますように… 

彦星と織姫の 

七夕飾りをつくろう★ 

室内にも飾れる彦星と織姫の 

飾りが作れます。 
 

持ち物：なし 
 

 

７月１０日（火）～１４日（土） 
１０：３０ ～ １５：３０ 

「透明カップで 

風鈴をつくろう」 
 

透明のプラカップに鈴をつけて 

風鈴を作ります。耳を澄ませて 

かわいい鈴の音を 

聞いてみよう！ 
 

持ち物：なし  

 
 

 

  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 

 

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日 貸出し日
ＰＭ休館

１３：００まで

ＡＭ休館
ＰＭあそぼうデー
１３：００から

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

(海の日)
AM看護師と話そう 貸出し日 ボールプール

22 23 24 25 26 27 28

休館日 休館日 貸出し日 ★出張ぐるりん おもちゃ病院

29 30 31

休館日 休館日

７月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「透明カップで風鈴をつくろう」

日 月 火 水 木 金 土
1 2

★出張ぐるりん 貸出し日

3 4 5 6 7 8 9

休館日 休館日 貸出し日

ボールプール

10 11 12 13 14 15 16

休館日 休館日
貸出し日 ボールプール

17 18 19 20 21 22 23

休館日 休館日 貸出し日 おもちゃ病院

24 25 26 27 28 29 30

休館日 休館日 貸出し日
ＰＭ
おはなしひろば

6月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「コケコッコー！元気なニワトリをつくろう」

彦星と織姫の

七夕飾りをつくろう

父の日のプレゼント作り
「素敵なパパに足型で作ったカードを贈ろう」



 
ｖｏｌ．２０ 

なにしてあそぶ？ ～おすすめの貸出しおもちゃ～ 

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。  

ぐるりんからのおしらせ 

 

 

  

対 象：未就学児の保護者 ※託児はありません 

申込み：なし 直接ご参加ください。  

   場 所：ぐるりんの部屋 

 

 

 
  

  

 

 

 

  

  

    

    

 

 

 

 

 

  

   

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。 

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 

ベビーキューブ 
 

赤・青・黄・緑・橙・紫がそれぞれ２個ずつあ

る、計１２個の積み木です。大きさも重さも小

さなお子さんにちょうどよく、なめても安心で

す。４ｃｍ角の積み木の中には木片や鈴など色

ごとに異なる素材が入っているため、手に持っ

て振ると「カラカラ」「リンリン」と 

様々な音色が聞こえます。 

積み木としてはもちろん、 

２人で音当てゲームなども 

楽しめます！ 

 

 

テディ・メモリー 

１２種類のくまのカードが２枚ずつ、計２４枚あります。 

裏返しに並べて神経衰弱ができます。まだ神経衰弱が 

できないお子さんでも、大人が「このくまさんどーこだ？」

と、１枚のくまのカードをお子さんに見せ、表向きに並べ

て置いてあるカードの中から同じくまのカードを見つけ

る『くまさん探し』も楽しいですよ♪ 

１２種類のくまのイラストが 

とても可愛く、眺めている 

だけでも癒されます。 

 

みどりのこども館 あそぼうデー 

７月６日（金） 
今年度もみどりのこども館（ウィズ・ハビット・ぐるりん）のおまつりを行います♪ 
寒天などの感触遊び、工作などたくさんコーナーがあります。 
昨年と同様、天然酵母のパールブーケのパンや飲み物販売もします！ 
年に一度のおまつりにぜひ遊びに来てくださいね！ 
一般参加は１３：００～１５：３０です。（１５：３０閉館） 
詳しくは、近日発行するあそぼうデーのチラシをご覧ください。 
 

※当日午前中、ぐるりんはお休みです。 

・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 

 

ランチタイムについて 

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。 

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

第５４号 平成３０年６月 

だより 

 

みどりのこども館あそぼうデー前日

準備のため、13 時で閉館となります

のでご了承ください。 

７月５日(木)は 
13 時で閉館します。 

 
 

蚊にご注意ください！ 

毎年、この時期は蚊が発生します。

ぐるりんでも蚊取り線香やボウフ

ラ駆除などの対策をしております

が、来館の際には虫除け対策をおす

すめします。 

外遊びが気持ち良い季節を迎え、汗ばむ陽気の日も増えてきました。夏はすぐ目の前にやってきていま

すね。ぐるりんは７月１０日に９回目の誕生日を迎えます。これからもみなさんに楽しんでいただけるような

おもちゃとイベントを企画していきたいと思います。 

そして、年に１度のみどりのこども館のイベント「みどりのこども館あそぼうデー」もあります。みどりのこど

も館内のハビットやウィズを知っていただける良い機会にもなると思いますので、ぜひ遊びに来てください

ね。 
 

６.７月 

 

こども館看護師と話そう♪ 

「季節のライフ＆ケア ～乳幼児の健康と夏の過ごし方」 

７月１７日（火）１０:３０～１１:３０ 
みどりのこども館看護師を囲んでミニ講座と座談会を行います。もうすぐやってくる夏を健康に過ごすためにはどん 
なことに気をつけたら良いのでしょうか。「日焼け止めと虫除けはどちらを先に塗るの？」「水分補給はどのくらいし 
たらいいの？」など、夏のスキンケアや熱中症予防など気になることはありませんか？夏に向け、元気に過ごす 
ポイントを聞いてみましょう。 
 

 

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。 

 

みどりのこども館には 
看護師が常駐しています 

ウィズのお子さんの健康管理やぐるりんの利用者の怪

我の応急処置や相談など、みどりのこども館の子ども

たちの健康を守っています。 

 

ス タ ッ フ よ り 
4 月から境こども園いこっとに異動になりました。おも

ちゃのぐるりんには 2 年間という短い時間でしたが、 

皆さんとおもちゃ作りをしたり、畑の収穫をしたり楽し

い時間を過ごさせていただきました。ありがとうござい

ました。いこっとにはぐるりんとは違うおもちゃもあり

ます。少し遠くになりますが、近くにいらした際はぜひ

お寄りください。お待ちしています。     鈴木 優江 

 

4 月から約１年の育休より復帰しました。またお子さん

や保護者の皆さんと遊んだりお話したりできるのを心

待ちにしていました。お久しぶりの方も初めましての方

もいらっしゃると思いますが、ぐるりんで楽しくホッと

する時間をご一緒出来たらと思っています。いつでもお

声かけ下さいね！ボードゲームが大好きなので、対戦申

込みも大歓迎ですよ♪         渡辺 恭子 

 

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

