
 

『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） 
 

 

 

 

         

 

 

 

    

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2 3 

休館日 休館日     貸出し日 

4 5 6 7 8 9 10 

休館日 休館日  貸出し日   貸出し日 

11 12 13 14 15 16 17 

休館日 休館日  貸出し日   貸出し日 

18 19 20 21 22 23 24 

休館日 休館日  
貸出し日 

 

☎※AM 

初めまして♪ 

ぐるりん 

 貸出し日 

25 26 27 28 29 30  

休館日 休館日 AM 出張ぐるりん 貸出し日 
休館日 

昭和の日 
  

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

休館日 休館日     貸出し日 

2 3 4 5 6 7 8 

休館日 
休館日 

憲法記念日 
休館日 

みどりの日 

休館日 

こどもの日 
貸出し日  貸出し日 

9 10 11 12 13 14 15 

休館日 休館日  貸出し日   貸出し日 

16 17 18 19 20 21 22 

休館日 休館日  
貸出し日 

AM 出張ぐるりん 
☎※AM 
ファーストトイ 

 貸出し日 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

休館日 休館日 
☎※AM 

ハビット×ぐるりん 
貸出し日   貸出し日 

出張ぐるりん～楽しいおもちゃを持って行きます～ 
 

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」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。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。
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２７日（火）１０：００～１１：３０ コミセン親子ひろば 場所：吉祥寺西コミセン 

＊５月１９日（水）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 
 
 

コミセン親子ひろばの利用は事前予約制となります。（定員を超えた場合は参加できない場合もあります。） 
参加したいひろばの開催当日 (土・日・祝の場合は直近の平日 )朝９時までに武蔵野市子ども政策課に電話

(0422-60-1239)で予約してください。詳細はコミセン親子ひろばのチラシをご覧ください。 

 

 

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

加したい方は館内ポスターなど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。 

※なくなり次第終了となります。 

 

野菜の苗を植えよう！ 

４月１日(木)～３０日(金) 

「飛んでけ！元気なこいのぼり！」 

紙コップにつけたストローを吹くと、 

元気に飛んでいくこいのぼりが作れます。 

土台の紙コップやこいのぼりに 

絵を描いたり、スタンプを押したりと、 

自分だけのこいのぼりを作ってくださいね。 

５月１日(土)～２９日(土) 

「牛乳パックでコマをつくろう！」 

 牛乳パックとペットボトルのキャップや 

スティックのりのフタなど廃材を使って 

よく回るコマが作れます。 

飾りつけ用にシールも入っているので 

小さなお子さんも楽しめます♪ 

 

※期間内でも工作キットが無くなった場合は配布を

終了することがありますのでご了承ください。 
 
 

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！ 

 

もうすぐ母の日ですね。今年は素敵なカードのプレ

ゼントはいかがですか？真ん中のくりぬいた部分に、

メッセージが浮いてくるくる回る仕掛けのカードの

工作キットです。 

お母さんへの大好きな気持ちを 

いっぱい詰め込んだ素敵な 

カードにしましょう。 

 

☎：申し込みが必要なイベント ※：イベント参加者優先枠あり 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。 
手作りおもちゃ工作キット配布 

毎月、身近な素材を使って親子で手作りおもちゃが作れる工作キットを配布しています！ 
配布時間内ならいつでも受け取れますので、ぜひ親子で工作タイムを楽しんでくださいね☆ 

※配布時間内(10:00～12:00、14:00～16:00)にご来館ください。予約の必要はありません。 

※使用する物の一部をご家庭で用意していただくものがあります。 

※期間内でも工作キットが無くなった場合は配布を終了することがありますのでご了承ください。 
 

☆季節の特別企画工作キット配布

☆ 
母の日プレゼント♪ 
思いが伝わる！くるくるカードキット 

配布期間：５月６日（木）～８日（土） 

配布時間：１０：００～１２：００ 

１４：００～１６：００ 
 

おもちゃ病院 

～おもちゃを預かって修理します～ 
 

おもちゃドクターが壊れたおもちゃを直してくれます！

来館日を予約の上、おもちゃをご持参いただきます。利

用前に、必ずぐるりんのHP 及び Twitter に掲載してい

る『おもちゃ病院のご案内』をよくお読みの上、ご利用

ください。 

 

受付期間：4 月→15 日(木)～23 日(金) 

     5 月→13 日(木)～21 日(金) 
 

受付時間：10:00～16:00 
 

受付方法：上記期間中に電話(37-2016)にて受付 
 

利用対象：武蔵野市在住の方、1 家族 1 点 

※引取り期間内に引取り可能な方のみ 
 

引取り期間：4 月→27 日(火)～5 月 1 日(土) 

     5 月→25 日(火)～29 日(土) 

※修理完了の電話の際に引取り日を予約 
 

注意事項：・大きいおもちゃは保管場所の都合上、

お断りする場合があります 

・期間内でも受付上限に達した場合、

受付を終了します 

 



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２０日（木）１０：３０～11：３０  
 

赤ちゃんの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 か月頃～生後 5 か月頃のお子さんとその家族 ５組  

※託児はありません(お子さんとの同席可) 

申込み：５月６日（木）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 

 

 

ぐるりんからのおしらせ 
 

ひろば利用のご案内～定員が一部変更になりました～ 

 
 

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つの事業があります。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

第７５号 令和３年４月 

新年度になりました！進級して幼稚園や保育園に入園したお子さん、卒園
して小学生になったお子さん、お仕事復帰される親御さん・・・環境が変わり、
慌ただしい４月を迎えるご家族もいらっしゃるのではないでしょうか？ 
ぐるりんでは、お子さんはもちろんのこと、家族皆さんで楽しく過ごせる居場

所を目指していきますので、遊びだけでなく、ホッと一息つきたい時にも、ぜひ
足を運んでくださいね！これからもどうぞ宜しくお願い致します。 

４.５月 

 

 4月より定員が『5 組』から『子ども 10 名程度』へ変更になりました。予約の際は、来館するお子さん全員の
名前と付き添い人数をお伝えください。 
 

開館日時…火曜～土曜日 午前の部 10：00～12：00 (予約制：定員子ども 10 名程度) 

            午後の部 14：00～16：00 (予約制：定員子ども 10 名程度) 
※きょうだいや大人の人数、天候などにより定員人数が前後する場合がありますので、ご了承ください。 
※予約枠時間内の入退出は自由です。 
※１２時～１４時の間は館内換気及び消毒の作業時間となります。ランチタイムはお休みです。 
※多くの方にご利用いただけるよう、午前・午後の入れ替え制、事前の予約は１世帯につき週２枠まで。 
週３枠以上利用希望の場合、予約枠に空きがある場合のみ利用可能です。利用開始時間以降（午前→10 時以降、 
午後→14 時以降）に電話でお問い合わせください。 

 

予約方法…当日９時より電話(37-2016)にて受付 
 

利用対象…武蔵野市在住の０歳～６歳(未就学児)とその家族 
※利用カードを忘れずにお持ちください。 
※初めてご利用される方は利用カードを発行しますので、ご住所のわかるものをご持参ください。 

 

 

 
 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 

おもちゃの貸出しカードの更新について 

  

 
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。 

 
※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。なお、発行手続きに少しお時間をいただ
きますので、お時間に余裕を持ってご来館ください。 

 

おもちゃの貸出し日が変更になりました 

  

 
昨年度は「臨時おもちゃの貸出し日」として毎週 

火・木・土曜日の週 3 回、おもちゃの貸出しを実施し
ていましたが、今年度より毎週水・土曜日の週２回に
変更になりました。また、昨年度に実施していた「お
もちゃの取り置き」は実施中止となりましたのでご了
承ください。昨年度との変更点が複数あり、ご不便を
お掛けしますが、ご理解のほど宜しくお願い致します。 
 
おもちゃの貸出しとは？ 
おもちゃの貸出し日に、1３０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。 
貸出しできるおもちゃはぐるりんにある『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。 
 

だより 

 

 
ハビット×ぐるりん

５月２５日（火）１０：３０～11：３０ 
ハビットの公認心理師による座談会を行います。入園・入学は子どもの成長が感じられてうれしい一方、新生活が 

始まると心配事もチラホラ…。新しいところに慣れるのに時間がかかると、うちの子は慎重なの？緊張しやすいの？ 
とお子さんの人見知りや慎重な行動で親御さんもハラハラ、イライラしているのではないでしょうか？ 

気になること、みなさんで一緒にお話ししましょう♪ 
 

対 象：未就学児の保護者５組 ※託児はありません 

申込み：５月１１日（火）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 

 

公認心理師って？ 
ハビットでは子どものことば、理解、気になる 

行動などの相談に応じています。 

 

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。 

 

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 2２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：4月 15日(木)より電話(37-2016)にて受付 

・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） ※駐車場はありません。 

０４２２－３７－２０１６ 

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 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

・保護者はマスクの着用をお願いします。 
・来館時に検温させていただき、発熱がないことを確認
してからの入館となります。 

 
 ※ぐるりんでは消毒液を用意していますが、心配な方は

私物の消毒液でも構いません。 

・ぐるりんのご利用後に児童またはご家族が新型コロナ
ウイルスの感染が判明した場合、速やかにぐるりんま
でご連絡いただきますようお願いします。 

来館される際は以下の約束をお守りください 

 

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

