
 

 おもちゃ病院の日 
２月 22 日(土) ３月 28 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→13日(木)から 
３月→19日(木)から 

※日曜・月曜・祝日以外の１０:００～１６:００ 
 

 
 

 

『家族で観て！作って！楽しもう♪ 

        紙芝居＆編み指人形ワークショップ』 

２月８日(土) １３：３０～１５：００ （紙芝居は１３：３０～１４：００） 
 

 

 

 

 

 

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

2 月 12 日(水)～15 日(土) 

「いないいないばぁ！ストローをつくろう」 

ストロー２本を繋ぎ合わせて簡単な仕掛けのおも

ちゃを作ります。繋いだストローの両端をねじるよう

に動かすとパカっと開きます！いないいない 

ばぁにしたり、たまごから動物が生まれたり…。 

好きな仕掛けで作ってみてね！ 

持ち物：なし  

        

 
 

 

3 月 10 日(火)～14 日(土) 
「ドンドコドン！ 

ペットボトルで太鼓をつくろう」 
底を切り取ったペットボトルに風船をかぶせて太

鼓を作ります。ペットボトルの長さによって太鼓の 

音色が少しずつ変わります。どんな音色に 

なるかは作ってからのお楽しみ！ 

持ち物：ペットボトル 500㎖１本 

まっとうさんの 
絵本ライブ☆ 
２月２５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！ 

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
　PMワーク
　　　ショップ

9 10 11 12 13 14 15

休館日 休館日
休館日

建国記念の日
貸出し日

16 17 18 19 20 21 22

休館日 休館日
AM初めまして♪
　　　　ぐるりん

貸出し日 おもちゃ病院

23 24 25 26 27 28 29

休館日
天皇誕生日

休館日
（振替休日）

PMまっとうさん
絵本ライブ

貸出し日
PMおはなし
ひろば

ボールプール

2月　

手 作 り お も ち ゃ の 会「いないいないばぁ！ストローをつくろう」

節分の工作

おひなさまの工作

＊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。 

手作りおもちゃの会 １０：３０～１５：３０ 

ぐるりん 

ワークショップ 

☆季節の特別企画☆ 

２月２８日(金) 

～２９日(土) 

１０：００～１１：３０ 

13：30～15:30 

「なかよしおひなさま 

    をつくろう」 

 

紙皿と和紙を使っ

て仲良く並んだおひ

なさまを作ります。ハ

サミで和紙を切って

素敵な着物のおひな

さまとおだいりさま

を作ってね！ 

 

持ち物：なし 

 

 

 

 

 

 

おはなしひろば 
 

２月 27 日（木）15：00～15：20 
＜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。 
 

３月 ３日（火）15：00～15：20 
＜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。 
 
 
 

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。 
 

＊２月７日（金）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：吉祥寺南町コミセン  

＊３月７日（土）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：八幡町コミセン 
 

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。 
 

※collabono
こ ら ぼ の

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。 

劇団どろんこ座紙芝居 

『春になったらおこしてね』 
ペープサートも飛び出すミュージカル 3D 紙芝居！ 

 
ねぼすけのくまさんに桜の花を見せてあげるため、 

春になったら起こしてあげると約束するきつねさん。で

も、きつねさんは次の年、遊びに夢中になってくまさん

を起こすのを忘れてしまい…。ドキドキワクワク！赤ち

ゃんから大人まで楽しめる紙芝居です♪ 

 

紙芝居だけの参加も大歓迎☆ 

みんなで素敵な物語を楽しもう！ 

 

森のお友達をつくろう＆遊ぼう♪ 

～指人形作りと劇遊び発表会～ 
自分だけの指人形を作って劇遊びを楽しもう！ 

 
楽しい紙芝居を観た後は、毛糸で編んだボールに

お顔をつけて、くまさんときつねさんのお友達にな

る動物の編み指人形を作ります♪（1 家族 2 個） 

作った後は自分の指人形を使って、くまさんと 

きつねさんと一緒にお花見をする劇遊びの発表会！ 

 

対 象：０歳～未就学児とその家族 15 組 

申込み：２月１日（土）10:00 から 
※直接または電話(10:00～16:00)でお申し込みください。 

指人形講師：やた みほ氏（編みメーター） 

劇遊び講師：劇団どろんこ座 
     

 

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

休館日 休館日
PMおはなし
ひろば

貸出し日 PM避難訓練
貸出し日

★出張ぐるりん

8 9 10 11 12 13 14

休館日 休館日
貸出し日

ボールプール

15 16 17 18 19 20 21

休館日 休館日 貸出し日
休館日

（春分の日） ボールプール

22 23 24 25 26 27 28

休館日 休館日 貸出し日
PM初めまして♪
　　　　ぐるりん

おもちゃ病院

29 30 31

休館日 休館日

３月　

手 作り お もち ゃ の会「ペットボトルで太鼓をつくろう」

 

★祝・卒園★「リモーザで壁面を飾ろう！」 

３月４日（水）～３月３１日（火） １０：００～１５：３０ 

（１０日(火)～１４日(土)は手作りおもちゃの会の期間中のためお休み） 

              ※詳細については裏面をご覧ください。 



 

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。 

★ 祝・卒園 ★ 

「リモーザで壁面を飾ろう！」 

３月４日（水）～３月３１日（火） １０：００～１５：３０ 
       ※１０日(火)～１４日(土)は手作りおもちゃの会の期間中のためお休みです。 
 

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？作品が完成したら作品と一緒に写真を撮ってプリントしたものをお渡しさせていただきます。素敵な 
台紙を用意しておきますので、お家に飾ってくださいね♪（作品はぐるりんの部屋に４月まで展示します。） 
 参加希望の方はスタッフにお声がけください。 

 

 

 

※土台やビーズが足りなくなってしまった場合は終了となります。 

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。 
 

ぐるりんからのおしらせ 

引き続き、ご理解とご協力をお願いします 

 ノロウィルス、インフルエンザウィルスなどが活発な季節に 

なってきました。学級閉鎖期間中や体調が優れない方や身近に伝

染性の感染症の疑いのある方がいらした場合は感染症拡大の恐

れがあるため来館はご遠慮いただいております。 

たくさんの親子に楽しく安心して過ごしていただく 

ため、引き続きご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

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。 

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 

飛び出しにご注意ください 
 

 おもちゃのぐるりんは気軽に利用していただ

けるよう、開館時間中は門扉を常時開放してい

ます。お子さんの飛び出しは、思わぬ事故につ

ながりますのでご利用の際は十分にお気をつけ

ください。 

 

２月８日（土）にぐるりんで

ワークショップを行います！ 

遊びに来てね♪ 
 

詳しい内容は 

次のページを 

ご覧ください。 

ぐるりんスタッフより   ～ 寒い冬の過ごし方 ～ 

『おままごと きってねフーズ』 
 
ひろばで人気のおままごとです。もともと貸出し 

に木製のおままごとはありますが、こちらは赤ちゃん

も安心して遊べる大きめサイズです。マジックテープ

でくっついているので、切った時に「サクッ」という

切り心地も気持ちが良いです。 

プラスティック製で色が 

鮮やかなので、切った時の 

断面が本物に似せて再現され 

ているので断面を楽しむこと 

もできます。 

 

毎日寒い日が続きますが、元気いっぱいに外遊びを楽しむ子ども達の姿が見ら
れます。ぐるりんでは室内遊びも充実するように、積み木など遊びこめるおもちゃ
を用意しています。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。そんな時は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６４号 令和２年２月 

２.３月 

 

だより 

 

お家でボードゲーム大会！ 

寒い日は外には行かず、お家でボードゲーム大会を開

催しています。まだ 2 歳の息子とはぐるりんの貸出しに

もある『果樹園』で家族でのんびり遊び、それでは物足

りない小学生の娘とは同じく貸出しにある『ワイルドバ

イキング』や『キャプテンリノ』で真剣勝負！遊び方や

負けた時の様子で成長も感じられますよ。 （わたなべ） 

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。 
 

対 象：年長児  
申込み：なし 直接ご参加ください。  
持ち物：なし 
場 所：ぐるりんの部屋 
 

 

 

お粥、おじやで体の中からほっかほか♪ 

年末からお粥とおじやがマイブームです。食べると

体の中から温まるのでいろいろ試して美味しいレシピ

を研究中です。中華粥にも挑戦しましたがお店で感動

した味には程遠く…。身近な材料でできる美味しいお

粥やおじやのレシピがありましたらぜひ教えてくださ

い！                （はりう） 

                    

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

ｖｏｌ．３０ 

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 

 
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 

初めまして♪ぐるりん～初めての利用説明会～ 

初めてぐるりんを利用される方へ向けて、利用方法や

ぐるりんの催しなどの紹介をします。ぐるりんに興味は

あるけど来館したことがない方など、お気軽にご参加く

ださい。 
 
日時：＊2月 1８日(火)10:30～11:00 

＊3 月 26 日(木)13:30～14:00 
対象：初来館の妊娠中～未就学児とその家族 
申込：なし。直接ご参加ください。 

「スピンアゲイン」 
 
 ひろばや出張ぐるりんで大人気だったスピンアゲイン。

お子さんが夢中になって遊ぶのはもちろんですが、 

親御さんにもとても大好評だったので 

貸出しに仲間入りしました。 

虹色の星形パーツがスタンドを 

勢いよく回転しながらおりていく 

おもちゃです。 

 スタンドの棒は抜き差しする 

ことができるので、差し方を 

変えて違いを楽しんでみて 

くださいね♪ 

 

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

