
 おもちゃ病院の日 
１２月２２日(土) １月２６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。 
  １２月→１３日(木)から 

１月→１７日(木)から 
※日曜・月曜・祝日以外の 10:00～16:00 

 
≪当日受付≫１０：００～１２：００まで 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

おはなしひろば 
１２月２０日(木)１５:００～１５:３０ 

＜大野田福祉の会＞ 
 

地域の方による絵本や紙芝居の読み聞かせの会です。 

季節にちなんだ物語や手遊びなどもあります。 

 

１月２９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。 
 

１２月１１日(火)～１５日(土) 

「プチプチツリーをつくろう」 
 
気泡緩衝材を使ったクリスマスツリーです。 

色をつけたりデコレーションしたら 
自分だけのツリーの出来上がり♪ 
中からライトで照らしても素敵です☆ 

持ち物：なし 

１月１５日(火)～１９日(土) 

「サークルリングウェーブを 
つくろう」 

針金に花はじきを通して作ります。 
丸くした針金をシャラシャラと 
音を立てて花はじきが回るので 
赤ちゃんにも遊びやすいですよ。 

持ち物：なし 

＊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。 
 

手作りおもちゃの会  １０：３０～１５：３０ 
毎月 1 回 1 週間、身近な素材を使って親子で手作りおもちゃが作れます！ 

時間内ならいつでも作れますのでぜひ親子で工作タイムを楽しんでくださいね☆ 

囲碁と聞くとむずかしいイメージを抱く方も多いと思いますが、ふれあい囲碁は３歳くらいのお子さんから
楽しむことができます。ルールはとても簡単です。碁石を相手と交互に碁盤に置いていき、先に相手の石を自
分の石で囲んだ人が勝ちです。禁じ手などもありません。親子で楽しんだり、参加者同士で対戦したりしてみ
んなでふれあい囲碁を楽しみましょう！参加申し込みをされた方はお家でも楽しめる囲碁ボードをお持ち帰り
できますので、お家でも遊べますよ♪ 
 
【ふれあい囲碁とは？】 
ふれあい囲碁は、古くから伝わる囲碁を社会活動に応用するために開発されたコミュニケーションプログラ

ムです。 だれにでも理解できる基本ルールを使ったゲームを“共通言語”とし、年齢や性別、障害の有無や国
籍の違いなど、あらゆる垣根を越えて、その場で良好なコミュニケーションが図れるようにつくられました。 
 
 
講 師：福園 光有氏（ふれあい囲碁ネットワーク） 
対 象：年少～未就学児とその家族 各回 10組 
申込み：12月 15日(土)10：00～（申込み順） 

☆ワークショップ☆ 

「はじめての囲碁★ふれあい囲碁を楽しもう！」 
１月１２日（土） ①１３：３０～１４：１５  

②１４：３０～１５：１５ 
※①②は実施内容は同様です。 

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。 
 

≪コミセン親子ひろば 10：００～１１：３０≫ 

★１２月６日(木) 場所：けやきコミセン  ★１月２２日(火) 場所：吉祥寺西コミセン 
 
※コミセン親子ひろばの実施に関しては、 
武蔵野市子ども政策課（℡６０－１２３９）へお問い合わせください。 
 

日 月 火 水 木 金 土
 1 2 3 4 5

年始休み 年始休み 年始休み
貸出し日

ボールプール

6 7 8 9 10 11 12

休館日
休館日

（成人の日）

 
貸出し日 PM

ワークショップ

13 14 15 16 17 18 19

休館日 休館日 貸出し日

20 21 22 23 24 25 26

休館日 休館日 ★出張ぐるりん 貸出し日
ＡＭ母乳育児

座談会
おもちゃ病院

27 28 29 30 31

休館日 休館日
PMおはなし

ひろば
貸出し日

1月　

手作りおもちゃの会 「サークルリングウェーブをつくろう」

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 ★出張ぐるりん

 
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 貸出し返却日
PMおはなし

ひろば
おもちゃ病院

23/30 24/31 25 26 27 28 29

休館日 休館日 年末休み

12月　

手 作り おも ちゃ の会「プチプチツリーをつくろう」

参加は申込み制となりますが、対象年齢外の 

見学や当日の飛び入り参加も大歓迎です。 

（お持ち帰り用の囲碁ボードはありません。） 



 

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。  

ぐるりんではランチタイムを設けています。 

冬場は寒いかと思いますが、ごはんを気にせず 

ゆっくり遊べますのでぜひご利用ください。 

時間：12：00～13：30 

場所：外デッキ（ござを用意します） 
※屋外での食事です。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。 

※水分は室内でいつでもお摂りいただけます。 

ぐるりんスペシャル座談会 

「どうしよう？聞いてみよう！母乳育児いろいろ」 

１月２５日（金）１０ :３０～１１ :３０ 
 
『ちゃんと飲めているか心配』『なるべく母乳で育てたい』『離乳食とのバランス、これで大丈夫？』 

『卒乳っていつするの？』など、母乳育児をしているといろいろな悩みが出てくるのではないでしょうか？ 
母乳の悩みは親子それぞれ。授乳期間をゆったりとした気持ちで過ごすにはどのようなことに気を付ければ 
いいでしょうか？つまづいても大丈夫！気になる母乳育児のこと、助産師さんと一緒にお話ししませんか？ 

 

講 師：大田 静香氏(武蔵野市助産師会 会長) 

対 象：妊娠 6 ヶ月頃～未就学児の保護者１５人 

 ※託児はありません 

申込み：１月１５日（火）１０：０0 から 

直接または電話でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

12.1月 

 

ぐるりんスタッフより ～ これ知ってる？イチオシ貸出しおもちゃ ～ 

窓拭き職人 
 

めくった窓枠カードと同じ大きさの窓を 35 面も

ある窓から探すシンプルなルールのゲームです。そん

なの簡単！と思いきや意外と難しく、窓は様々な色が

使われているので大きく見えたり小さく見えたり大

人でも悩みます。配られた自分のコマを全員が置いた

ら答え合わせ。意外な結果が待っているかも!? 

 

ｖｏｌ．２３ 

なにしてあそぶ？～お部屋でゆっくり遊ぼう～ 

WAKU ブロック 
 

正方形に長方形、三角形や円柱…。ぐるりんにこ

んなたくさんの積木があるの!?と驚かれるほど色々

な大きさや形の、スタッフでも一体何個あるのかわ

からないほど大量の積木たち。子ども達や時には大

人も一緒に想像力をフル活用して素敵な作品を作っ

てくださいね！ 

 

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。 

冬らしい寒さがやってきましたが、ぐるりんのお庭では元気に遊んでいる子ども
達の姿がたくさん見られます。10 月 11 月はじどうかんまつりや子育てフェスティバ
ル、あかちゃんのひろばなど、ぐるりん以外の場所でたくさんの方にぐるりんのおも
ちゃを楽しんでいただけたかと思います。12月1月も楽しいイベントや季節を感じら
れるおもちゃを用意して皆さんのお越しをお待ちしています♪ 

 

 

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 

第５７号 平成３０年１２月 

駆け引きにドキドキ☆『ワイルドバイキング』 

３艘の海賊船に積んだ宝石を競り落とすゲームです。

サイコロを振り、赤・青・黄の船の印が出たらその色の

船に、黒い船が出たら好きな色の船に宝石を一つ積みま

す。村の印が出たら一番近くの船の宝石を村に降ろして

競りを開始！船と同じ色の手札を使い、順番に手札を出

し、一番手札の多い人が宝石をもらえます。ルールが分

かると駆け引きが楽しいゲームです。 （わたなべ） 

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。 

やさしい木の音に大人も癒されます！『カラコロール』 

１歳前の赤ちゃんも楽しめるおもちゃです。転がすとカ

ラコロとやさしい木の音が鳴ります。転がる様子を目で追

ったり、音を楽しんだり。ずり這いやハイハイができるよ

うになったお子さんは転がる様子を見て追いかけて遊ぶこ

ともできます。家の中で聞いていても木のやさしい音で大

人も癒されます♪実際に遊ぶと、このおもちゃの良さがわ

かりますよ！ぜひ遊んでみてくださいね！  （たけうち） 

・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 

 

毎週水曜日、第一土曜日に行っているおもちゃの貸

出しですが、12 月 1２日（水）を年内最後の貸出し

日とします。返却は１９日（水）までにお願いします。

貸出し休止中におもちゃのメンテナンスを行い、年始

は 1 月５日（土）から貸出しを開始します。皆さまの

ご理解、ご協力をお願い致します。 
 

おもちゃの貸出しについて 

休館日について 

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 

年末年始は 12 月２９日（土）～1 月３日（木）までお休みです。 
1 月４日（金）から通常通り開館します。 
年明けにはすごろくやかるた、昔遊びなどお正月ならではのおもちゃも 
期間限定で登場予定です！レイアウトやおもちゃの入れ替えも予定していますので 
新年のぐるりんを楽しみに待っていてくださいね。 

【12 月貸出し日】                

１日（土）、5 日（水）、１２日（水） 

 

【1 月貸出し日】 

５日（土）、９日（水）、１６日（水）、2３日（水）、

３０日（水） 

 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

だより 

 

だんだんと寒くなり、風邪ウイルス、ロタウイルス、ノ

ロウイルス、RS ウイルス、インフルエンザウイルスなど

が活発な季節になってきました。ぐるりんでは、体調が優

れない方や身近に伝染性の感染症の疑いがある方がいら

した場合など、感染の恐れのある場合の来館はご遠慮いた

だいています。たくさんの親子に楽しく過ごしていただく

ため、ご理解とご協力をお願いします。 

武蔵野市には助産師会があります 

母親学級や新生児訪問、母乳相談など、妊婦さんや赤ちゃ
んとそのお母さんに関わり子育てのお手伝いをしています。
武蔵野市の事業にも関わっているので、困ったときはご相談
ください。 

ランチタイムのご案内 感染症にかかった時の来館について 

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

