
 

 おもちゃ病院の日 
６月 22 日(土) ７月 27 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。 

６月→１３日(木)から 
７月→１８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 
 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

６月６日（木）～８日（土）  １０：００～１１：３０、１３：３０～１５：３０ 

父の日プレゼント ペットボトルのペン立てを贈ろう！ 

＊受付時間内にお越しください。  ＊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。 
 

水遊びが 
始まります！ 

 

７月 23日(火)～ 

８月 31日(土) 

10:00～15:30 
 

ぐるりんの庭で水遊

びができます。 

水遊び用のおもちゃ

も用意しますので、着替

えを用意して遊びに来

てね！ 

詳細はホームページ、

ツイッターをご覧くだ

さい。 
 

 

 

手作りおもちゃの会 １０：００～１１：３０、１３：３０～１５：３０ 
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☆ 

６月 11 日（火）～15 日（土） 
「かくれんぼっくすをつくろう」 

 

紐を引っ張るとかくれていた絵が出て 
くるおもちゃを牛乳パックで作ります。 
 
持ち物：牛乳パック 

(500㎖又は 1ℓ) １本  

 
 

 

７月９日（火）～13 日（土） 
「あわあわボトルを 

つくってあそぼう」 
 

ペットボトルの飲み口から息を吹くと 
ぶくぶくと泡が出てきます。水遊びや 
お風呂で遊んでね！ 
 
持ち物：ペットボトル(500㎖) １本 

 
 

 

まっとうさんの 
絵本ライブ☆ 

６月 18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。ぐるりんが遠くてなかなか来ら
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≫ 

＊６月 ５日（水）コミセン親子ひろば 場所：境南コミセン 

＊７月２６日（金）collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：吉祥寺北コミセン 

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。 

もうすぐ父の日！大好きなお父さんにペン立てを贈りましょう。仕事の合間にペン立てが 
目に入るとお子さんの事を思い出してほっこりすること間違いなし！もちろん、お家でも 
使えますので、ナイショで作って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：ペットボトル(500㎖) １本 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

休館日 休館日
ＰＭおはなし

ひろば
貸出し日

ＰＭ休館
１３：００まで

ＡＭ休館
ＰＭあそぼうデー
１2：００から

貸出し日
PMファースト・トイ

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

(海の日)
ＡＭ看護師と
　　　　 話そう

貸出し日

21 22 23 24 25 26 27

休館日 休館日 貸出し日 ★出張ぐるりん おもちゃ病院

28 29 30 31

休館日 休館日 貸出し日

７月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「あわあわボトルをつくろう」

おはなしひろば 
 

６月 27 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です。 
季節にちなんだ物語や手遊びなどもあります。 
 

７月 ２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。 
 
 
 

＊混み合うこともありますので時間に余裕をもってお越しください。 
 

☆季節の特別企画☆ 

手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」   ７月 ６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：６月１５日（土）10:00～16:00（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

貸出し日
ボールプール

2 3 4 5 6 7 8

休館日 休館日
貸出し日

★出張ぐるりん

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
PMまっとうさん

絵本ライブ
貸出し日 おもちゃ病院

23/30 24 25 26 27 28 29

休館日 休館日 貸出し日
ＰＭおはなし

ひろば
ボールプール

６月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「かくれんぼっくすをつくろう」

父の日プレゼント作り



 

※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。 

※光化学スモッグや高温注意報が発令された際にはお声がけいたします。 

※水分は室内でいつでもお摂りいただけます。 

 

ぐるりんからのおしらせ 

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。  

こども館看護師と話そう♪ 

「季節のライフ＆ケア ～乳幼児の健康と夏の過ごし方～」 

７月１６日（火） 10：30～11：30 

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夏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。「日焼け止めと虫除けはどちらを先に塗るの？」「水分補給はどのく 
らいしたらいいの？」など、夏のスキンケアや熱中症予防など気になることはありませんか？夏に向け、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

5 月をもって退職することになりました。 

大好きな手作業をしながら、お子さんたちのかわいい笑顔と共に過ごすこと

ができ、とても幸せな時間でした。２年２か月と短い期間でしたが、ぐるりん

に通う日々はとても楽しいものでした。 

あっという間に過ぎてしまう子ども時代ですが、このような形でお子さんと

保護者の方に関わらせていただけましたことを感謝しております。 

これからも、何か楽しい作品を作りつつ、陰ながらお子さまの成長をお祈り

申し上げます。                     （まえだ） 

（わたなべ） 

夏の足音が聞こえる季節となりました。４月から新しい生活を迎えたみなさんは、そろ
そろ慣れた頃でしょうか？今年も年に一度のみどりのこども館のおまつり、あそぼうデー
を開催します。みどりのこども館内のハビットやウィズを知っていただく機会にもなってい
ます。皆さんのお越しをお待ちしています！ 
そして、７月１０日にぐるりんは１０周年を迎えます。これからも親子で安心して楽しく過

ごせるひろばにしていきたいと思います。 
 

６.７月 

 

第６０号 令和元年６月 

だより 

 

みどりのこども館あそぼうデー前日

準備のため、13 時で閉館となります

のでご了承ください。 

７月４日(木)は 
13 時で閉館します。 

 

● 庭遊び・ランチタイム お休みのお知らせ ● 

お休みの期間：６月 18 日(火)～６月 21 日(金) 

みどりのこども館がある武蔵野緑町２丁目第３アパート８号棟

が外壁工事を行うため、上記の期間は安全に配慮して庭遊び及び

ランチタイムをお休みとさせていただきます（ぐるりんは開館し

ています）。また、工事作業中は騒音・振動・埃が 

発生することがあります。利用者のみなさまには 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。 

※工事の進捗状況や天候等により日程が変更になる場合もあります。 

 

場所：外デッキ（ござを用意します） 
 

時間：12：00～13：30 

『歯車パズル』 

 

 色や形の違うパーツをはめて遊ぶパズルです。 

パーツが歯車になっているので、 

うまく歯車がかみ合うとクルクル 

と回ります。指先を使って遊ぶ 

ことが好きなお子さんにおすすめ 

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。 

『カランコロン木馬』 

 

 おきあがりこぼしのように木馬がゆらゆら 

揺れるおもちゃです。木馬が揺れると 

中の玉が動いて鉄琴の 

きれいな音を奏でます。 

動きに連動して音が鳴る 

のできっと赤ちゃんも 

夢中になりますよ♪ 

～ ぐるりんスタッフからのお知らせ ～ 

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 

みどりのこども館 あそぼうデー 

７月５日（金）12：00～15：30 
今年度もみどりのこども館（ウィズ・ハビット・ぐるりん）のおまつりを行います♪ 

寒天などの感触遊び、工作などたくさんコーナーがあります。昨年と同様、天然酵母の 
パールブーケのパンや飲み物販売もします！年に一度のおまつりにぜひ遊びに来てくださいね！ 

詳しくは、近日発行するあそぼうデーのチラシをご覧ください。 
※当日午前中、ぐるりんはお休みです。 

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。 
 

ｖｏｌ．２６ 

なにしてあそぶ？ ～おすすめの赤ちゃんおもちゃ～ 

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 

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。 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

・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 

 

蚊にご注意ください！ 

毎年、この時期は蚊が発生します。

ぐるりんでも蚊取り線香やボウフラ

駆除などの対策をしておりますが、 

来館の際には虫除け対策を 

おすすめします。 

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・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。 

 

夏野菜・ブラックベリーを 

育てています！ 

  

ぐるりん畑では、トマト、

キュウリ、ナス、ブラックベ

リーを育てています！ 

 遊びに来たら畑ものぞいて

みてね！ 

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

