
おもちゃ病院の日  
８月２５日(土) ９月２２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。 
８月→１６日(木) ９月→１３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３０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絵本や紙芝居の 
読み聞かせの会です。 
 

９月１８日(火) １５:００～１５:３０ 
＜紙ふうせんのグループ＞ 
 

地域の方による絵本や紙芝居の読み聞かせです。 

手遊びや折り紙のコーナーもあります。 
 
 
※ぐるりんの部屋で行うため、 

この時間はブリオや音の出る 
おもちゃはお休みします。 

 

９月２０日（木）１３：３０～１４：３０ 

手作りファースト・トイ 

「サークルリングウェーブを作ろう！」 

赤ちゃんへ初めてのおもちゃを手作りして 

みませんか？花はじきがシャラシャラと 

音をたててまわるおもちゃを作ります。 

お話しながら一緒におもちゃ作りを楽しみましょう♪ 

 

対 象：妊娠６ヵ月～生後５ヵ月頃のお子さんと 

その保護者 10 組 ※託児はありません 

申込み：９月４日（火）10:00～（申込順） 
直接または電話でお申し込みください 

 

９月２９日(土)１３：００～１５：３０ 

「牛乳パックの椅子づくり」 
 
ぐるりんにある子ども用の椅子を作ります。新聞紙を 
ギュギュっと丸めて、お子さんと一緒に作りましょう！ 
 
対 象：未就学児と保護者 15 組 ※託児はありません 
申込み：９月１日(土)10:00 から 
    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…12 本 
           背もたれあり…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巻き 
・新聞紙    朝刊７日分 
  

 

 

 

 

＊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。 
 

８月４日(土)～１０日(金) 

「ふしぎなおもちゃ、 

浮
ふ

沈子
ち ん し

をつくろう」 
水の入ったペットボトルに入れてペットボトルを 

押すと浮き沈みするおもちゃを作ります。 

 

持ち物：500ml ペットボトル（炭酸用）１本 

 
 

 

手作りおもちゃの会 
１０：３０～１５：３０ 

出張ぐるりん～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」や保育園の「あかちゃんひろ

ば」などにぐるりんのおもちゃを持って“出張ぐるりん”を実施しています。ぐるりんのおもちゃで遊べるほか、 

おもちゃの相談も受け付けています。 
 

≪コミセン親子ひろば 10：００～１１：３０≫ 

9 月 25 日(火) 場所：中町集会所 

※コミセン親子ひろばの実施に関しては、武蔵野市子ども政策課（℡６０－１２３９）へお問い合わせください。 

 

 

９月１１日(火)～１５日(土) 

「くるくるチューブをつくろう」 
 

透明なチューブにワイヤーとビーズを入れて 

くるくる動くおもちゃを作ります。 
 
持ち物：なし 

日 月 火 水 木 金 土
1

 貸出し日

2 3 4 5 6 7 8

休館日 休館日  貸出し日

　
ボールプール

9 10 11 12 13 14 15

休館日 休館日

　
貸出し日

　 　
ボールプール

16 17 18 19 20 21 22

休館日
休館日

（敬老の日）

AMハビット
　　　　×ぐるりん

PMおはなしひろば

貸出し日 PMファーストトイ おもちゃ病院

23/30 24 25 26 27 28 29

休館日
（秋分の日）

休館日 ★出張ぐるりん 貸出し日 牛乳パック椅子

9月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「くるくるチューブをつくろう」

敬老の日プレゼントづくり

９月６日(木)～８日(土)１０：００～１１：３０ １３：３０～１５：３０ 

「カップケーキのメモスタンドをプレゼントしよう♪」 
紙粘土に絵の具を混ぜて丸くこねて、アイロンビーズでデコレーション。 

仕上げにクリップをつけたらおいしそうなカップケーキ型のメモスタンドの出来上がり♪ 

いつも見守ってくれているおじいちゃんとおばあちゃんへ、写真やお手紙と一緒にどうぞ！ 
 

持ち物：ペットボトルのキャップ２個 ＊時間内ならいつでも作れます。 
 

★季節の特別企画★ 敬老の日プレゼント 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

貸出し日

　
貸出し日

5 6 7 8 9 10 11

休館日 休館日

　
貸出し日

　
休館日

（山の日）

12 13 14 15 16 17 18

休館日 休館日 貸出し日 ボールプール

19 20 21 22 23 24 25

休館日 休館日 貸出し日   おもちゃ病院

26 27 28 29 30 31

休館日 休館日 貸出し日
PMおはなし

ひろば

8月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「ふしぎなおもちゃ、浮沈子をつくろう」

手作りおもちゃの会

 



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。  

 

ぐるりんスタッフより ～皆さんのご意見お待ちしています♪～ 

 

ぐるりんからのおしらせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

≪忘れ物はありませんか？≫ 
 

ぐるりんでは一年間忘れ物を保管しています。 
落とし主がわからない忘れ物は『忘れ物カゴ』に入っ
ていますので、心当たりのある方も、ない方も一度覗
いてみて下さい。もしご自身の忘れ物があった場合は
スタッフへお声かけください。また、一年が過ぎても
持ち主が現れなかった忘れ物は、処分させて頂きます
のでご了承ください。 

たからすくい 
 

ビニールプールに沈んだキラキラ色とりどりの大き

な宝石は、子ども達に大人気！一生懸命手を伸ばし

て網ですくったり、そのまま掴み取ったり、宝物を

たくさん見つけて大はしゃぎです。親子で協力して

取っても、みんなで競争しても楽しいですよ☆ 

水鉄砲＆的あて 

 

暑い日に冷たい水の入った水鉄砲での打ち合い、服

はびしょ濡れになりますが、とても気持ちいいです

よね。ぐるりんでの水鉄砲遊びはそれだけではあり

ません！ちゃんと水鉄砲の的も用意してあります。

水が当たると色が変わり、乾くと消えるふしぎな的

です。ぜひ一度遊んでみてくださいね♪ 

 

暑い夏がやってきましたね。7月にぐるりんは９歳の誕生日（７月１０日）を迎えました。
今までたくさんのご家族の皆さんに遊びに来ていただき、ここまで続けることができまし
た。今後も皆さんが楽しく過ごせてホッとできる場所を目指していきたいと思います！ 
さて、ぐるりんでは、お天気の日には外に水遊びグッズを用意しています。夏の遊び

をぜひ親子で楽しんでください。また、外は日差しも強いので熱中症対策もお忘れな
く！まだまだ蚊が発生しますので虫除け対策もしてくださいね。 

 

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 

理学療法士って？ 

ハビットでは「ハイハイしない、歩かない」などの

運動面の相談に応じ、具体的な遊び方や関わり方を

提案し、親子が笑顔になれるように心のケアやサポ

ートを一緒に行っています。 

 

第５５号 平成３０年８月 

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。 

だより 

 

ハビット×ぐるりん 

「知っておきたい！乳幼児期の体を使った遊び」 

９月１８日（火）１０：３０～１１：３０ 
 

ハビットの理学療法士によるミニ講座を行います。体を使って遊ぶことは、単に体力をつけることだけでなく、 

その後の生活全般に関わります。元気な体に育ってほしい！運動神経を伸ばしてあげたい！ 

でもどんなことをしたらいいのかな？遊びながらできることってないかな？いろいろお話ししましょう。 

 

対 象：未就学児の保護者１０人 ※託児はありません 

申込み：９月４日（火）１０時から 

直接または電話でお申し込みください。 

 

 

 

7 月６日(金)に 9 回目のみどりのこども館あそぼうデーが開催されました。 

今年はあいにくの天気でしたが、雨のなか楽しみに来館してくださった親子の皆さんの笑顔で 

館内はとても明るく賑やかな一日となりました！それぞれの施設が普段の活動の中で行っている 

遊びなどをたくさんの方に体験していただくことで、それぞれの施設を知るきっかけになれたら幸いです。 

来年はいよいよ 10 回目です！更に皆さんの子育てのお手伝いができるよう、みどりのこども館スタッフ一同 

頑張りますので、よろしくお願い致します。 

ｖｏｌ．２１ 

なにしてあそぶ？～水あそびが楽しめるおもちゃ～ 

みどりのこども館あそぼうデー、大盛況でした☆ 

ぐるりんポスト、リニューアルしました♪ 

ぐるりんには、皆さんからのご意見・ご要望を投書で

きる『ぐるりんポスト』が情報コーナーの棚の上にあ

ります。今年度よりピンクのストライプ柄になりまし

た。いただいたご意見は『ぐるりんポストファイル』

に返答を載せています。直接伝えにくいことや些細な

ことでも OK です。ぜひご利用ください。（わたなべ） 

ぐるりんの『なんでもノート』ご存知ですか？ 

情報コーナーの棚の上にある『なんでもノート』。 

その名の通り、他の人たちにもお知らせしたい情報や

おすすめスポット、ハンドメイドのおもちゃの紹介な

ど、利用者の皆さんが書いてくださった情報が満載で

す！とっておきの情報がありましたら自由にご記入 

くださいね！          （たけうち） 

８.９月 

 

≪ぐるりんでの水遊びのお願い≫ 
 
ぐるりんでは水鉄砲やビニールプールを使用した魚釣
りやたからすくいなど、お庭で洋服を着たまま楽しめる
水遊びを用意しています。そのため、水遊び用のタライ
やビニールプールは水道水を使用し、塩素消毒を行って
いないので、入って遊ぶことはできませんのでご注意く
ださい。また、水遊びに夢中になって服がビショビショ
…ということもありますので、濡れていい服装や着替え
をご用意することをおすすめします。 
 

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。 

【水遊び期間】 
7 月 24 日(火)～8 月３１日(金) ・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 

 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 

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

