
手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」   

５月３０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６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：５月 15 日（金）10:00～（申込順） 

直接または電話(10 時～16時)で 

お申し込みください 

『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） 
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貸出し日：おもちゃの貸出しができます。お子さん１人につき１点１週間。要登録。（詳しくはスタッフまで。） 

ボールプール（10:00～15:30）：ぐるりんの隣の部屋のボールプールで遊べます。おすわり専用の小さいボールプールも 

あります。 

おはなしひろば（15:00～15:20）：地域の方による絵本や紙芝居の読み聞かせです。指人形などのミニシアターもあります。 

偶数月…大野田福祉の会 奇数月…紙ふうせんのグループ 

※この時間は、ブリオや音の出るおもちゃはお休みします。 

まっとうさんの絵本ライブ（14:30～14:50）：ホワイトイーグルの山元全さんによる絵本とギターの歌い聞かせです。 

※３月１５日現在の予定。予定は変更することもあります。最新情報は、ホームページやツイッターをご確認ください。 

＊ランチタイム（12:00～13:30）の時間はデッキのゴザの上で昼食をとることができます。冷蔵庫・電子レンジはございま 

せんので、食べ物の保管や取り扱いはくれぐれもお気をつけください。なお、水分は室内でいつでもお摂りいただけます。 

 

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！ 

 

＊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。 

＊腕まくりしやすく、汚れてもよい服でご参加ください。 

＊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。 

 

 

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♪ 

  

※汚れてもよい服装でご参加ください。 

 

４月 15 日(水)～18 日(土) 
「ビー玉で歩く！ 

カメさんをつくろう」 
輪ゴムとビー玉を仕掛けにして、 

カメさんを作ります！甲羅の模様に 

シール貼りをするので小さい 

お子さんもペタペタシール貼りを 

楽しんでね♪ 

持ち物：なし  

もうすぐ母の日！大好きなお母さんにプレゼントで
きるウォールポケットを作ります。 
お子さんの手形はカーネーションや動物にアレンジ

したり、シールをペタペタ貼ったりして親子で自由に 
作ってくださいね！ 
お母さんと一緒に作るのはもちろん、 

お父さんと一緒に作ってお母さんに 
プレゼントするのもおすすめですよ♪ 
 

持ち物：なし 

☎：申し込みが必要なイベント  詳細はホームページ、館内ポスターも併せてご覧ください。 

５月 12 日(火)～16 日(土) 

「ぱくぱくかばくんをつくろう」 

牛乳パックとわりばしを 

使って、かばくんを作ります。 

かばくんのしっぽを動かすと 

口がぱくぱく動くよ！ 

 

持ち物：牛乳パック(1ℓ)１本 

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☆ 

野菜の苗を植えよう！ 

５月７日（木）～９日（土） 

１０：００～11：30、13：30～15:30 
 
母の日プレゼント 
手形のウォールポケットをつくろう！ 

☆季節の特別企画☆ 

☆Pick up☆ 

ひろばにある手作りおもちゃのレシピは持ち帰りでき

ます！お家でも親子で工作を楽しんでくださいね♪ 

 

https://2.bp.blogspot.com/-v-G9xUggQiY/U-8HBaojCHI/AAAAAAAAk90/RLTSO9eG3Jw/s800/bondo.png


武蔵野市児童発達支援センター 

みどりのこども館・相談部ハビット 
 

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。 

 

 

おもちゃの貸出しカードの更新について 

  

 

ぐるりんからのおしらせ 

おもちゃ病院 
４月 25 日(土) ５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！ 
 

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。 

・ご利用は、原則当日取りに来られる方が対象です。 

・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→16 日(木)から   ５月→14 日(木)から 

※日曜・月曜・祝日以外の１０:００～１６:００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

新年度になり、新生活が始まり何かと慌ただしい春ですね。幼稚園に入るお子さん、４月
から職場復帰のお母さんに保育園に入るお子さん、そしてぐるりんを卒業して１年生になる
お子さん…と、様々な春が始まる季節です。 
新生活に慣れるまでは子どもも大人もちょっぴり疲れてしまったり、なかなか思い通りに

事が進まず辛くなってしまうこともあるかと思います。そんな時はぜひぐるりんに遊びにいら
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を応援させていただきます！ 

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 

第６５号 令和２年４月 

４.５月 

 

・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 

 

『サッカーゴール』 
 
 暖かくなって外で遊ぶ機会も多くなり始める時期で

す。以前庭に出ていたサッカーゴールは『引退』と  

なったため、新しいサッカーゴールが登場していま

す！コンパクトサイズですが、ぐるりんの庭で遊ぶに

は十分なサイズです。 

親子や友達とサッカーを 

して体を動かそう！ 

（はりう） 

 

出張ぐるりん 
 

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。 
 

＊４月 10 日（金）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：中町集会所 

＊５月 12 日（火）１０：００～１１：３０ コミセン親子ひろば 場所：御殿山コミセン 
 

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。 

 ※天候等によって、おもちゃを持って行けない場合がありますのでご了承ください。 
 

※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。 

だより 

 

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：＊４月 28日(火) 13:30～14:00 
＊５月 28 日(木)10:30～11:00 

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。 

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 

おもちゃの貸出しとは？ 

120 点以上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。 
 

貸出し日：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) 
 

貸出しできるおもちゃのリストはぐるりんの『おもちゃの貸出しリスト』やぐるりんの

ホームページからも閲覧できます。 
 

※初めておもちゃを借りる場合、おもちゃの貸出し利用の登録していただいております。
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。 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

ｖｏｌ．３1 

なにしてあそぶ？ ～ ニューフェイスのおすすめおもちゃ ～ 

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。 
 

「丸太落とし」 
 
 丸太の上のビーバーを落とさずにスティックを使って

丸太を押し出して助けるゲームです。丸太を押し出すだけ

とシンプルなルールですが、どの丸太が大丈夫かな？と考

え、力を調節しながら丸太を押し出すので、頭も手先も使

います。1 人で集中して遊んだり、 

みんなでワイワイ対戦したりと 

その日の気分や場に合わせて 

遊び方も変えられますよ♪ 

（わたなべ） 

 

 

 
利用者のみなさまにより安全に利用していただく

ため、修繕を行いましたのでお知らせいたします。 

 

【玄関扉に電子錠を設置】 

電子錠設置に伴い玄関の扉は常時施錠しておりま

す。お手数ですが出入りの際は扉の取っ手の上にある

ボタンを押して『解錠』してから扉をお開けください。 

 

【庭に飛び出し防止のフェンスおよび 

自転車の車輪止めを設置】 

庭遊び中のお子様飛び出し防止のためフェンスと

自転車転倒防止のための車輪止めを設置しました。 

 

 

 

 

安全管理のための修繕を行いました 

武蔵野市児童発達支援センター 

みどりのこども館・通園部ウィズ 
 

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。 

 

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

