
おもちゃ病院の日 
２月２３日(土) ３月２３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。 
   ２月→１４日(木)から 

３月→１４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 

 
 

 

 

季節の特別企画 １０：００～１１：３０、１３：３０～１５：３０ 

 

  

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

３月１２日(火)～１６日(土) 

「ポップンクラッカーをつくろう」 
 
スパンコールなどを紙コップに入れて 

プラカップでフタをします。紙コップの 
底につけたゴムを引っ張っると、中に 
入れたスパンコールがはじけます！ 

持ち物：なし 

おはなしひろば 
２月２８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。 
 

※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。 
 

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。 
 

≪ふたご・みつごのつどい 10：００～11：３０≫                                  
★２月２１日(木) 場所：市役所４１２会議室 

≪コミセン親子ひろば 10：００～１１：３０≫ 

★３月６日(水) 場所：境南コミセン  
 

＊コミセン親子ひろば、ふたご・みつごのつどいの実施に関しては                                                               
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。 

 

２月１２日(火)～１６日(土) 

「へんしんお面をつくろう」 
 
紙皿を台紙にしてお面を作ります。 

画用紙を切り貼りしてオリジナルの 
お面を作ろう！ 

持ち物：なし 

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☆ 

  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ＨＰ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 

 

 

＊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。 
 

２月１日(金)～２日(土) 

「鬼は外！福は内！ 

  豆まきの升
ます

をつくろう」 
 

牛乳パックを使って鬼の升を作ります。 
 お家の豆まきで使ってくださいね♪ 
 

持ち物：なし 

日 月 火 水 木 金 土
1 2

貸出し日

3 4 5 6 7 8 9

休館日 休館日 貸出し日
AMボールプール

PM手作り
ファースト・トイ

10 11 12 13 14 15 16

休館日
休館日

建国記念の日 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 ★出張ぐるりん おもちゃ病院

24 25 26 27 28

休館日 休館日 貸出し日 PMおはなしひろば

2月　

手 作り お もち ゃ の会「さかさ万華鏡」手 作り お もち ゃ の会「へんしんお面をつくろう」

豆まきの升作り

３月１日(金)～２日(土) 

「ふんわりお花の 

おひなさまをつくろう」 
 

お花紙を使っておひなさまを 
 作ります。作ったらお家に 
飾ってね！ 

 

持ち物：なし 

手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」   ２月９日（土）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、赤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♪ 

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：１月１５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

貸出し日

3 4 5 6 7 8 9

休館日 休館日
貸出し日

★出張ぐるりん
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 休館日

（春分の日） おもちゃ病院

24/31 25 26 27 28 29 30

休館日 休館日
貸出し日

３月　

手 作り お もち ゃ の会 「パチパチカスタネット」手 作り お もち ゃ の会 「パチパチカスタネット」手 作り お もち ゃ の会「とびだすカード」手 作り お もち ゃ の会「さかさ万華鏡」手 作り お もち ゃ の会「ポップンクラッカーをつくろう」

おひなさま作り

祝・卒園！「リモーザで飾りをつくろう」

祝・卒園！「リモーザで飾りをつくろう」



 

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。  

飛び出しにご注意ください。 
 

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。 

★  祝・卒園 ★  

「リモーザで壁面を飾ろう！」 

３月１９日（火）～３月３０日（土）１０:３０～１５:３０ 
 
年長のみなさんはいよいよ４月から小学生ですね！ぐるりんで遊んだ思い出や記念に『リモーザ』で飾りを 

作りませんか？カードに写真を添えて作品と一緒にひろばに展示します。 
カードにはぐるりんで楽しかったこと、好きな遊びやおもちゃ、ぐるりんへのメッセージ、絵など自由に 

かいてくださいね♪ 
参加希望の方はぐるりんスタッフまでお声掛けください。 

 
対  象：年長児  

申 込 み：なし   

持 ち 物：なし 
展示期間：５月１１日（土）まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

ｖｏｌ．２４ 

なにしてあそぶ？～貸出しができるようになりました！～ 

・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 

 

ぐるりんスタッフより  ～ 春の思い出 ～ 

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 

桜のトンネルを楽しみに… 

ぐるりんに行く途中、いつも自転車で市役所前の中央

通りを通ります。春になると両脇の桜が通りの上を覆う

ように咲き誇り、まるで桜のトンネルのよう！その桜の

トンネルの下を通るのが毎年の楽しみです。自転車で駆

け抜けるのもいいですが、歩いて桜を満喫するのも気持

ちいいですよ♪ぐるりんにお越しの際は少し足を延ば

して桜のトンネルはいかがですか？   （わたなべ） 

穴をあけて魚釣りゲーム！『カヤナック』 
 

ゲームの舞台は北極。 

氷原(紙)に穴をあけて 

下にいる魚(鉄の玉)を 

釣り上げるゲームです。 
 

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。 

感染症にかかった時の来館について 

 

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。 

 
 

毎年花粉症と春を迎えます。 

症状は軽い方のようですが、毎年花粉症に悩まされてい

ます。薬は喉が渇いたり眠くなると聞いていたので極力服

用しないようにしていましたが、昨年は症状がひどく、久

しぶりに薬を処方してもらいました。想像していたよりも

副作用を感じず、快適に過ごせて感動しました！なぜ我慢

していたのでしょう…。今年は辛くなる前に受診をしよう

と思います！             （たけうち） 

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 

ランチタイムのご案内 

 

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、ごはんの時間を気にせず 

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。 

忘れ物はありませんか？ 
 
ぐるりんでは１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、 
ない方も一度のぞいてみて下さい。 
もしご自身の忘れ物があった場合は 
スタッフへお声掛けください。 
また、１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。 

2.3月 

 

赤ちゃんも遊べる！『ボールスイッチ』 
 

不思議な感触のボールに 

タッチすると、光・音楽・ 

振動が楽しめます。 
 

 

 

 

寒さが一段と厳しい季節になってきました。暦の上ではもう春ですが、まだまだ寒
い日が続いています。ついつい室内遊びに偏りがちになってしまいますが、天気の
良い日は体を動かして遊んだり、季節の移り変わりを発見しに出かけてみたりするの
も楽しそうですね。年度末が近づき、新生活の準備で忙しくなる方もいらっしゃること
と思います。お子さんと一緒におもちゃで遊びながら一息つきに来てくださいね♪ 

 

 

第５８号 平成３１年２月 

だより 

 ・土台やビーズが足りなくなってしまった場合は、写真のみの 

展示になります。 

・メッセージカードの引き取り期間は、５月１４日（火）～６月１日（土）

までとなります。ぐるりん開館時間内にお越しください。引き取り期限

を過ぎた場合は処分させていただきますので、ご了承ください。 

★他にも１月から貸出しができるようになったおもちゃがあります。ホームページからも閲覧できますのでチェックしてみてくださいね！ 編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

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

