
『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） 
 

 

９月  

「ぷるぷるボトルを一緒につくろう」 

８月 14 日(土)(20 分交代３部制) 
①14:00～14:20 ②14:30～14:50 ③15:00～15:20 

 

今年の夏は、ぐるりんスタッフと一緒に手作りおもちゃを作りませんか？ 

水に漬けるとゼリーのように膨らむビーズを使ったおもちゃ作りです。上下をひっくり返すと 

プルプルなビーズが落ちていく様子や不思議な振動が感じられ、赤ちゃんから大人まで楽しめま

す！夏休みのお楽しみにぜひご参加くださいね☆ 
 

 

 

 

         

 

 

 

    

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

休館日 休館日 水遊び開始 貸出し日   貸出し日 

8 9 10 11 12 13 14 

休館日 

山の日 
休館日  貸出し日   

貸出し日 

☎PM 限定復活！ 

手作りおもちゃの会 

15 16 17 18 19 20 21 

休館日 休館日  貸出し日   貸出し日 

22 23 24 25 26 27 28 

休館日 休館日 PM 保健師さんの日 
貸出し日 

 
  貸出し日 

29 30 31     

休館日 休館日 水遊び終了     

日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 

休館日 休館日  
貸出し日 

AM 出張ぐるりん 
  貸出し日 

5 6 7 8 9 10 11 

休館日 休館日  貸出し日 

  

 貸出し日 

12 13 14 15 16 17 18 

休館日 休館日  貸出し日   
貸出し日 

☎AM ワークショップ  

19 20 21 22 23 24 25 

休館日 
休館日 

敬老の日 

☎※AM 

初めまして♪ 

ぐるりん 

貸出し日 秋分の日  貸出し日 

26 27 28 29 30   

休館日 休館日 
☎AM ハビット×ぐるりん  

PM 保健師さんの日 
貸出し日    

８月３日(火)～３１日(火) 

「いないいないばあポケットを作ろう」  
 

ひもを引っ張るとポケットから 

絵が出てくるおもちゃを作れます。 

「いないいないばあ」遊びが出来るので 

赤ちゃんにもおすすめです♪ 

９月１日(水)～３０日(木) 

「着せ替えスイッチを作ろう」 
 

 牛乳パックを仕掛けに使った手作りのス 

イッチが作れます。バスの降車ボタンや 

呼び出しボタンなど、楽しいスイッチを 

作ってくださいね。 

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！ 

 

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。 
 

 

＊９月１日（水）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：境南コミセン 
 
 

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家庭支援センターに電話

(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。 

８月 ☎：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！ 
開館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☆ 

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。 

必ずぐるりんの HP 及び Twitter に掲載の『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：・８月→19 日(木)～27 日(金) ・９月→16 日(木)～24 日(金) 

受付方法：上記期間中の開館時間内に電話(0422-37-2016)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：・８月→31 日(火)～９月４日(土) ・９月→2８日(火)～10 月２日(土) 

※修理完了の電話の際に引取り日を予約 

対 象：未就学児とその家族 各回 6 組程度（子どもの人数により定員の増減あり） 

申込み：8 月３日(火)午前 10 時より電話にて受付（申込時に希望時間帯をお伝えください） 

持ち物：100ml 程度のペットボトル 2 本 

 

☆季節の特別企画工作キット☆ 

敬老の日プレゼント 

“メッセージカード”をつくろう 
配布期間：９月９日（木）～１１日（土） 

 カードを開くとメッセージが飛び出す

仕掛けのメッセージカードが作れます。 

 いつも見守ってくれているおじいちゃん

おばあちゃんに、感謝の気持ちと一緒に贈

りましょう♪ 

●工作キットの配布について● 

※開館時間内にご来館ください。予約はいりま

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。 

 

 

限定復活！ 

手作りおもちゃの会 

 子ども家庭支援センターの保健師さんがぐるりんに遊びに来ます！ 

お子さんのことやおうちのことなど、ちょっと気になる聞いてみた

いこと、ひろばで遊びながら気軽にお話しできる日です。 

← 敬老の日工作キット配布 → 



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。 

 

水遊びは８月３１日まで実施中！ 

お庭で水遊びを実施しています。びしょ濡れ間違いな

しのクジラ型スプリンクラー、水鉄砲や魚釣りなど楽し

い水遊びおもちゃをいっぱい用意しています♪ 

着替えを用意して遊んでくださいね。 

 

※利用時間は午前の部 11 時～12 時、午後の部 15 時～16 時  
※プール遊びではありません 

塩素消毒をしていないため、水遊び用のビニールプール

やたらいに入って遊ぶことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

ぐるりんからのおしらせ 

第７７号 令和３年８月 

 厳しい暑さが続いていますが、ひろばでは元気に遊ぶ子ども達の姿がたくさん見ら
れ、スタッフも負けていられないな！と感じています。 
 今年の夏もイベントやワークショップを予定しています！旅行や遠出が難しい時期で
すので、近くのぐるりんで楽しいひと時を過ごしてくださいね。 

８.９月 

 

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 

だより 

 

 ハビット×ぐるりん 

「いつからできる？どんな風に手伝う？手先をつかった生活」 

９月２８日（火）１０：３０～11：３０  
相談部ハビットの作業療法士を交えた座談会です。赤ちゃんの頃は当たり前に大人がお世話しているお着換えが 

一人でできるのはどの位から？靴下や靴の履き方に上手に教えるコツってあるのかな？…など、子ども達の手先を 
使った生活や、折り紙遊びなどの手先を使った遊びについて、作業療法士から見た発達のポイントを聞いたり, 
皆さんからの素朴な疑問を一緒にお話しましょう。 
 

対 象：未就学児の保護者５組 

 ※託児はありません 

申込み：９月１４日（火）10 時より直接または電話にて受付 

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。 

 

講 師：長谷川 滋之氏（プロダクトデザイナー） 

対 象：3 歳～未就学児と保護者 各回子ども４人 

申込み：９月１日(水)午前 10 時より電話にて受付 

    ※申込時に希望時間帯をお伝えください 

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） ※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 

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：９月 21 日(火) 10:30～11:00 
対象：初来館の妊娠中～未就学児とその家族 
申込：９月 15 日(水)より電話にて受付 

☆ぐるりんワークショップ☆ 

 

 

ぐるりんのひろばは当日予約定員制です 
 

 

 コロナウイルス感染症対策のため、利用人数の制限をしています。来館前にお電話にてご予約ください。 
 

開館日時…火曜～土曜日 午前の部 10：00～12：00 午後の部 14：00～16：00  
 

予約方法…当日９時より電話(0422-37-2016)にて受付 
 

※詳しくはぐるりんホームページおよび Twitterに掲載の『ひろば利用のご案内』をお読みください。 
 

 

 

進化系おりがみ「スナップバンド」であそぼう！～スナップバンド体験会～ 

9月 18日(土)10:00～12:00(20分交代 4 部制) 

①10:00～10:20 ②10:30～10:50 ③11:00～11:20 ④11:30～11:50 
 

スナップバンドは丈夫でカラフルな紙ひもとスナップボタンでできており、綺麗な曲線の立体造形が簡単に作れる

「進化系おりがみ」です。好きな形を作れるように工夫を凝らしたり、パチパチとスナップボタンを留めて遊ぶこと

で、頭と手先をたくさん使いながら楽しく遊べます♪今回はスナップバンド考案者の長谷川さんを講師にお迎えし

て、楽しくて面白いスナップバンドの世界を体験できます。武蔵野市生まれのおもちゃでみんなで盛り上がろう！ 

来館される際は以下の約束をお守りください 
 

・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。 

・入館する際、手指消毒または手洗いをしていただきます。 

 ※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。 

・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 

 

編集・発行 

【（公財）武蔵野市子ども協会 】 

『はじめてのゲーム フィッシング』 
 
 サイコロを振って出た色のおさかなを釣り上げるこ

とができたら、ご褒美に同じ色のパズルパーツがもら

えます。5 つあるパズルパーツを最初に全部集めた人

の勝ち！というシンプルなボードゲームなので、初め

てのゲームにピッタリ♪2 歳頃から遊べるので、ぜひ

挑戦してみて下さいね。 

（わたなべ） 

 

作業療法士とは・・ 
ハビットでは、身の回りの動作や身体の

使い方などの相談に作業療法士が応じ、具
体的な遊び方や関わり方を提案し、心のケ
アやサポートを行っています。 

 

『おさかなクン』 
 
さぁさぁ、あなたは釣り人になる？おさかなクンにな

る？スタートにどちら側を選ぶかでサイコロの色によ

って有利になるか不利になるかが変わるハラハラドキ

ドキのゲームです。負けるのが嫌なお友達は、 

どうぞお父さんお母さんと同じチームに 

なってゲームに挑戦してね！ 

（よしだ） 

 

ｖｏｌ．３2 

なにしてあそぶ？ ～お魚が主役なアナログゲーム～ 

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

