
 

 おもちゃ病院の日 
４月２７日(土) ５月２５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。 
   ４月→１８日(木)から 

５月→１６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 

 
 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

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☆ 

４月９日（火）～１３日（土） 
「カスタネットの 

かしわもちをつくろう」 
手形で葉っぱを作り、紙皿のカスタネットに巻いて 

かしわもち型のカスタネットを作ります。 
 
持ち物：ペットボトルのふた 2個 

 
 

 

＊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混み合うことが予想されます。 
 

５月１４日（火）～１８日（土） 
「カラフルパラシュートを 

つくってあそぼう」 
カラフルなポリ袋でパラシュートを作ります。 

完成したらぐるりんの庭で飛ばしてみましょう。 
 
持ち物：なし 

 
 

 ★ぐるりん１０周年イベント第一弾★ 

ぐるりん畑に 
野菜を植えよう♪ 
 

4 月中旬～下旬の間

に、ぐるりんの畑に夏野

菜の苗を植えます。天候

を考慮して実施日時を

決めますので、参加した

い方はツイッターや館

内ポスターをチェック

してくださいね！ 

何を植えるかは当日の

お楽しみ♪ 

※汚れてもいい服装で

ご参加ください。 

 

☆季節の特別企画☆ 

ぐるりんに飾る大きなこいのぼりをみんなの手形
で作りましょう♪お子さんはもちろん、親御さんの参
加も大歓迎です！こいのぼりに手形を残したら、その
場でカスタネットのかしわもちに使う葉っぱに手形
を取れますよ。ぜひご参加ください。 
 

持ち物：なし 

※動きやすく汚れても良い服でご参加ください。  

 

４月９日（火）～１３日（土） 

１０：３０～１５：３０ 
 
みんなの手形でぐるりんの 

巨大こいのぼりをつくろう 

５月９日（木）～１１日（土） 

１０：００～１５：３０（１１：３０～１３：３０は休止） 
 
母の日プレゼント 
おそろいプラバンキーホルダー 

もうすぐ母の日！大好きなお母さんにプレゼントできる 
プラバンのキーホルダーを作ります。 
今回はお揃いでつけられるように 2 つ作れますよ♪ 
ナイショのプレゼントにするのも、一緒に楽しみながら 
作るのもいいですね♪ 
 

持ち物：なし 

まっとうさんの 
絵本ライブ☆ 

4月 23日(火) 
15:00～15:20 

 

武蔵野市近隣の子育

てひろばなどで絵本に

メロディーをつけてギ

ターの演奏で絵本の『歌

い聞かせ』をしている、

まっとうさんことホワ

イトイーグルの山元全

さんがぐるりんにやっ

てきます！子どもだけ

でなく大人も魅了する

まっとうさんのライブ、

ぜひご参加ください♪ 

出張ぐるりんのおしらせ 
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。ぐるりんが遠くて中々来られな
い方も、この機会にぜひお越しください。 
 
≪コミセン親子ひろば 10：００～１１：３０≫ 
＊5月８日（水）コミセン親子ひろば 10:00～11:30 場所：桜堤コミセン 
ぐるりんの楽しいおもちゃを持って行きます。 

お子さんに合うおもちゃや遊び方などおもちゃの相談も受付けます。 

 

※コミセン親子ひろばの実施については 

武蔵野市子ども政策課（℡60-1239）までお問い合わせください。 

 

手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」   ４月１８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、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：４月２日（火）10:00～（申込順） 
直接または電話でお申し込みください 

おはなしひろば 
 

４月１６日（火）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です。 
季節にちなんだ物語や手遊びなどもあります。 
 

５月２８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。 

指人形やパペットなどのミニシアターもあります。 
 

 

※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。 
 
 
 

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

貸出し日 ボールプール

14 15 16 17 18 19 20

休館日 休館日
PMおはなし
ひろば

貸出し日
PM
ファースト・トイ

21 22 23 24 25 26 27

休館日 休館日
PMまっとうさん
絵本ライブ

貸出し日 おもちゃ病院

28 29 30

休館日
休館日

（昭和の日）
休館日

（国民の休日）

4月　

手 作り お もち ゃ の会「カスタネットのかしわもちをつくろう」

みんなの手形でぐるりんの巨大こいのぼりをつくろう

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4

休館日
（新天皇即位の日）

休館日
（国民の休日）

休館日
（憲法記念日）

休館日
（みどりの日）

5 6 7 8 9 10 11

休館日
（こどもの

日）

休館日
（振替休日）

貸出し日
★出張ぐるりん

貸出し日

12 13 14 15 16 17 18

休館日 休館日 貸出し日

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
ＰＭおはなし

ひろば
貸出し日

ＡＭハビット
×ぐるりん

5月　

手 作り お もち ゃ の会「カラフルパラシュートをつくってあそぼう」

母の日プレゼント作り



皆さんのご要望にお応えして、昨年度から１年を通してランチタイムが利用できるようになりました。 
お外で過ごすのが気持ちよくなるこれからの季節、ピクニック気分でお昼ご飯はいかがですか？ 
お昼ご飯の時間を気にせずに、ゆっくりぐるりんで遊んでくださいね♪ 

 
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。 

 

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。 
 

ハビット×ぐるりん 
「理想の子育て術?!ほめて育てるをやってみよう!!」 

５月３０日（木）１０ :３０～１１ :３０ 
 
ハビットの臨床心理士によるミニ講座を行います。子育てでつい出る「ダメよ」の言葉。 

親だってできればほめて育てたい。『いたずらやイヤイヤにどこまで付き合えばいいのかな？』や 
『何を考えてるの？』など、お子さんの心の発達について知ると困った姿に対応できるかもしれませんよ！ 

 

対 象：未就学児の保護者１0 人 

 ※託児はありません 

申込み：５月 14 日（火）10：00 から 

直接または電話でお申し込みください。 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

４.５月 

 

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。 

第５９号 平成３１年４月 

開館前はこんなことをしています 

開館前はぐるりんで気持ちよく遊べるように室内や

お庭、ぐるりん周辺の道を危険がないかチェックしなが

らお掃除タイム。室内の床や畳、おもちゃの棚などを雑

巾がけ、大きな掃き出し窓もきれいに拭きあげます。実

は 2 か月に 1 度、清掃業者の方が隅々まで掃除し、ワ

ックスがけもしているんですよ。また、楽しい企画など

をスタッフで話し合ったりもしています♪（わたなべ） 

閉館後はおもちゃの消毒をしています 

おもちゃは毎日閉館後に消毒しています。「欠けたり外

れそうなところはないかな？」「数は揃っているかな？」

と、確認しながら拭いています。特に冬場は感染症の予防

のために通常よりも殺菌力のある消毒液を使用します。も

ちろん、拭いた後に乾いてしまえば舐めても害はないもの

ですのでご安心くださいね！また、イベント後には一日の

振り返りをしています。          （たけうち） 

おもちゃの貸出しカードの更新について 

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： 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。 

だより 

 

新年度になり、新生活が始まるご家庭も多いのではないでしょうか。保育園や幼稚園
に入るお子さん、ぐるりんを卒業して新１年生となるお子さんや職場復帰をする親御さん
と、様々なスタートの季節ですね。今年はぐるりんオープン１０年目の記念すべき年で
す。１０周年を皆さんと一緒にお祝い出来るようなイベントを予定していますので、お楽し
みに！楽しい時も、ちょっと疲れた気持ちや辛い時などいつでも遊びにいらしてください
ね。これからもおもちゃを通して皆さんの子育てと成長を応援させていただきます。 
 

ぐるりんスタッフより ～開館前と閉館後ってなにしてるの？～ 

おもちゃの貸出しとは？ 
 
毎週水曜日(祝日の場合は翌日)と、毎月第１土曜日(祝日の

場合は翌週)がおもちゃの貸出し日です。１１６点のおもち
ゃの中からお子さん 1人につき 1点、１週間借りられます。 
※登録の際はお子さんまたは保護者の方の身分証明書(保険
証や運転免許証など)をお持ちください。 
 

ジュエルこま 
 

大小様々な大きさのカラフルなジュエルが埋め込

まれている、直径およそ 23 ㎝の大きな木製のコマで

す。大きくてしっかりしているので小さいお子さんで

も回しやすく、回すとジュエルがキラキラ輝いて幼児

さんはもちろん、赤ちゃんも釘付けになります☆ 

ジュエルこまは貸出しもできますので、おうちでも楽

しめますよ！ 

 

ウォーターボトル 
 

つなげた二つのペットボトルをひっくり返すと、

中の色水とビーズが砂時計のように流れる手作り

おもちゃです。色水やビーズが流れる様子をじっと

見つめてはまたひっくり返す…と夢中になって遊

んでいますよ。ぐるりんの中でも人気の高い手作り

おもちゃです。作り方のレシピがありますのでおう

ちで作ってみてもいいですね♪ 

 

ｖｏｌ．２５ 

なにしてあそぶ？～赤ちゃんが夢中！～ 

・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 

 

貸出し登録は 1年間の更新制です。現在登録カードをお
持ちの方も 4月より登録の更新をいたしますので、お子さ
んまたは保護者の方の身分証明書（保険証や運転免許証な
ど）をお持ちください。新しい貸出しカードをお渡ししま
す。 
 

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 

おもちゃ病院の利用の増加に伴い、より多くの皆様
がスムーズに気持ち良く、おもちゃ病院をご利用して
いただけるように、今年の２月よりおもちゃ病院の案
内を改訂しました。 
おもちゃ病院を利用する上での注意点や、気をつけ

ていただきたいことなども新たに記載しましたので、 
おもちゃ病院を利用したことがある方も再度ご確認を
お願い致します。 
ご不明な点などございましたら、 

お気軽にスタッフまでご確認ください。 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

臨床心理士の役割とは？ 
ハビットでは臨床心理士の方が、 
子どものことば、理解、気になる行動など
の相談に応じています。 

 

 

おもちゃ病院の案内を改訂しました 

ランチタイムのご案内 

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

