
 

おもちゃ病院の日  
１０月はお休みです 

１１月２４日(土) 

受付時間 １０：００～１２：００ 
 

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを直してくれます！ 
・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。 
・ご利用の際はおもちゃ病院の案内（別紙）をご覧くだ 

さい。（ぐるりんの HP からもご覧になれます） 
≪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。 
  １１月→１５日(木) 
※日曜・月曜・祝日以外の 10:00～16:00 

 
≪当日受付≫１０：００～１２：００まで 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

＊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。 
 

１０月９日(火)～１３日(土) 

「トリック オア トリート！ 

パクパクスティックをつくろう」 
牛乳パックとストローを使って、口が 

パクパク動くおもちゃを作ります。 

持ち物：牛乳パック ２本 

       （切り開かずにお持ちください。） 

 
 

 

手作りおもちゃの会  １０：３０～１５：３０ 

１１月６日(火)～１０日(土) 

「くるくるチェンジをつくろう」 
 

絵を描いた２枚の紙皿に切り込みを入れて 

かみ合わせ、くるくる回します。 

絵が変わって見えておもしろい 

ですよ！ 
持ち物：なし 

『楽しもう！やってみよう！ジャグリング♪』 
１１月１７日(土) ①１３：００～１３：５０  ②１４：００～１５：００ 

大道芸などでおなじみのジャグリング。ぐるりんでは身近な道具や手作りの道具で赤ちゃんから 

大人まで楽しめるジャグリングイベントを開催します♪ぜひご家族で遊びに来てくださいね♪ 

①わくわくどきどきジャグリングショー＆ 

一緒に遊ぼうジャグリング♪ 
身近な道具も使った楽しいジャグリングパフォー

マンスと、本物のジャグリング道具でジャグラー 

体験！ 

講 師：後藤学氏（おもちゃコンサルタント） 

対 象：未就学児とその保護者 

申込み：なし  

②作って遊ぼうジャグリング♪ 

～手作りシェーカーカップと上手くなる魔法の遊び～ 
紙コップで自分だけのジャグリング道具を作って、 

キャッチボールも上手くなる魔法の遊びでジャグラー

を目指せ☆ 

講 師：後藤学氏（おもちゃコンサルタント） 

対 象：年少～未就学児とその保護者１０組 

申 込：１１月１日（木）10 時から直接または電話で

お申し込みください。 

 

おはなしひろば 
 
１０月１８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。 

 
※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。 

手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」   １１月１日（木）１３：３０～１４：３０ 

赤ちゃんへ初めてのおもちゃを手作りしてみませんか？ 

チューブの中をビーズが動いてきれいですよ。柔らかい 

素材なので、あかちゃんが握って遊んでも安心です。 

お話しながら一緒におもちゃ作りを楽しみましょう♪ 

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「あかちゃんのひ

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。 
 

≪あかちゃんのひろば 10：００～１１：００≫ 

１１月１３日(火) 場所：境南第２保育園 （℡ ３２－８１６７）※要申込：直接保育園にお問い合わせください。 

※あかちゃんのひろばの実施に関しては、直接保育園へお問い合わせください。 

 

 

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：1０月 1６日（火）10:00～（申込順） 
直接または電話でお申し込みください 

  ツイッターをご活用ください！ 

イベントのお知らせや畑の情報など、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

休館日 休館日
PＭ
手作り
ファーストトイ

休館日
（文化の日）

4 5 6 7 8 9 10

休館日 休館日
貸出し日 貸出し日

11 12 13 14 15 16 17

休館日 休館日 ★出張ぐるりん 貸出し日
AM・PM

ワークショップ

18 19 20 21 22 23 24

休館日
休館日

AM看護師と話そう 貸出し日
休館日

（勤労感謝の日） おもちゃ病院

25 26 27 28 29 30

休館日 休館日 貸出し日

11月　

手 作り お もち ゃ の会 「くるくるチェンジをつくろう」

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

休館日 貸出し日
貸出し日

ボールプール

7 8 9 10 11 12 13

休館日
休館日

（体育の日）

貸出し日
★じどうかんまつり

14 15 16 17 18 19 20

休館日 休館日 貸出し日 PMおはなしひろば ボールプール

21 22 23 24 25 26 27

休館日 休館日 貸出し日 ★子育て
　フェスティバル

28 29 30 31

休館日 休館日 PMギターライブ 貸出し日

１０月　

手 作り お もち ゃ の会 「パクパクスティックつくろう」



ぐるりんからのおしらせ  

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。  

 

時間：12：00～13：30      場所：外デッキ（ござを用意します） 

 

屋外での食事になりますので、各自で気を付けながらご利用ください。 

冷蔵庫、電子レンジはありません。食べ物の保管や取り扱いにはくれぐれもお気をつけください。 

なお、水分は室内でいつでもお摂りいただけます。 

こども館看護師と話そう♪ 

「季節のライフ＆ケア ～乳幼児の健康と冬の過ごし方」 

１１月２０日 （ 火 ） １ ０ :３ ０ ～ １ １ :３ ０ 
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冬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。「子どもの肌のお手入れは大人と同じで良いのかな？」「まだうがいができ 
ないけど風邪予防にできることはあるの？」など、冬のスキンケアや感染症予防など気になることはありませんか？ 
冬に向け、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 ※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 

 

 

じどうかんまつり １０月１０日（水） 

１０：００～１４：００（幼児の部） 

桜堤児童館で毎年行われているじどうかんまつりの

幼児の部に参加します。お楽しみに！ 

※小学生の部は１４：３０～１６：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

ぐるりんスタッフより ～ ぐるりんで読書の秋 ～ 

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。 

いたずらっ子と大冒険しよう♪『ひとまねこざる』 

少し長い物語も読めるようになったら、いたずら好き

のかわいい子ザルと冒険に出掛けませんか？おさるの

ジョージは外の世界を知りたくて動物園から逃げ出し

ます。そして仲良しの黄色い帽子のおじさんを探しに

人間の世界へ飛び込みますが、知りたがりのいたずら

っ子はたくさんの事件を引き起こし…。意外な冒険の

結末に親子でニッコリしちゃいます。 （わたなべ） 

スキップジャンプ 
 

「これはなんですか？どうやって遊ぶんですか？」

と質問を受けることの多いこのおもちゃ。 

片足に輪の部分を引っ掛けて先についた 

玉を回すように足を動かして、 

引っかからないようにジャンプ 

して遊ぶおもちゃです。 

少し難しいかもしれませんが、 

挑戦してみてくださいね！ 

 

だんだんと秋らしくなってきました。虫の鳴き声が心地よいですね。過ごしやすくなってく
ると外へ出かけたくなります。ぐるりんには外遊びも楽しめるおもちゃも用意していますの
で、遊びに来てくださいね♪ 
１０月には市内のイベントにも参加します。ぐるりんのおもちゃも楽しめますのでチェックし

てみてくださいね！ 

 

ｖｏｌ．２２ 

なにしてあそぶ？～外あそびが楽しくなるおもちゃ～ 

身近な動物がヘンテコな動物に！『ぱらぴたぽん』 

かえる、ぞうなど身近な１２種類の動物が登場します。

どの動物も上半身と下半身が分かれていて、半身ずつ

ページをめくることができます。違う動物同士でもピ

タッと体が合わさってヘンテコな動物に！動物の名前

も日本語と英語で記載されているので、「ぞえる（ぞ

う＋かえる）」「eleph-og」と名前も変わり、一緒に

見ている大人も楽しめますよ♪     （たけうち） 

10.11月 

 

・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 

 

カッピーライダー 
 

昨年秋にぐるりんに登場して大人気だったカッピー

ライダー。今年も庭の芝生の成長に影響が少ない、

この時期だけの期間限定で登場です！ 

カッピーライダーに乗って、 

ぐるりんの庭を 

お散歩しよう♪ 

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 

 

子育てフェスティバル １０月２７日（土） 

１０：００～１５：００ 

市役所８階で行われる子育てフェスティバルに 

参加します。おもちゃで遊べるコーナーや子育て情報

も満載です！ 

 

 

 

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： 武蔵野市在住の 0 歳～未就学児とその保護者 
利用料：無料   ※駐車場はありません。 
※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。 

第５６号 平成３０年１０月 

ランチタイムについて 

だより 

 

武蔵野市立みどりのこども館おもちゃのぐるりん   
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） 

３７－２０１６ 

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 

ぐるりんブースが登場します！ 

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。 

 

ぐるりんも参加します！ 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

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

