
『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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１２月１日(水)～２８日(火) 

「シャラシャラチューブを作ろう」 
 

透明なチューブにビーズを入れてシャラシャラと 

動くおもちゃを作ります。柔らかい素材なので 

赤ちゃんおもちゃとしてもピッタリ♪ 

中に入れるビーズもおうちにあるもので 

アレンジを楽しんでみてくださいね。 

 

１月４日(火)～２９日(土) 

「むにゅむにゅ星人を作ろう」 
 

 風船の中に米粉や小麦粉、片栗粉などの粉を 

入れて感触を楽しむおもちゃを作ります。 

むにゅむにゅ不思議な触感がクセに 

なっちゃうかも！？ 

 

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。 
 

 

＊１２月１１日（土）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：吉祥寺北コミセン 

＊ １月１６日（日）１０：００～１１：３０ collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 場所：武蔵野市民会館 
 
 

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。 

12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☆ 

●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。 

 

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。 

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：・12 月→16 日(木)～24 日(金) ・1 月→13 日(木)～2１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：・12 月→28 日(火)～1 月 8 日(土) ・1 月→25 日(火)～29 日(土) 

※修理完了の電話の際に引取り日を予約 

お正月だ！ 

こまをまわそうウィーク♪ 

１月４日（火）～８日（土） 
※最終日は隣のお部屋でコマができます！ 

いつもお庭に出ている缶ごまと中華ごま。「回し方が

わからない」「もっと上達したい！」そんな声にお応え

して、スタッフが回し方を教えます。大人も子どもも

こま回しをマスターしてみませんか？この一週間は毎

日開催します。お正月のこの機会に、ぜひお父さんも

お母さんも童心に返って遊びましょう！ 

 

節分を楽しもう！ 

鬼の角かざり工作キット 

１月２７日（木）～２９日（土） 
 

節分と言えば豆まき！画用紙と毛糸でオニに変身で

きちゃう角のかざりをつくります。お面と違って 

顔を覆わずに頭につけるので、 

小さいお子さんもつけやすいですよ。 

今年の豆まきはオニに変身して 

盛り上がろう☆ 

 

季節の特別企画 

←お正月だ！こまをまわそうウィーク♪ → 

←節分工作キット配布 → 

１月  

http://1.bp.blogspot.com/-Ey_dfKYgA8c/UZNyGMNADHI/AAAAAAAASgk/6VB2YW4St_k/s800/syougatsu_koma.png
http://1.bp.blogspot.com/-fNcQVHP1h38/VOsJ4JqiQxI/AAAAAAAAruY/Uw-FfOvmNl4/s800/daidougei_diabolo.png


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。 

 

 

手作りファースト・トイ 

「にぎにぎチューブをつくろう！」１２月１８日（土）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ヶ月～生後５か月頃のお子さんとその家族 

 定員：5組（きょうだいの同室は可能です） 

 申込：1２月 1日（水）10 時～（申込順） 

直接または電話(10 時～16 時)でお申し込みください 

 持ち物：ねんねの赤ちゃんはタオル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

ぐるりんからのおしらせ 

第７９号 令和３年１２月 

 冬らしい寒さがやってきましたね。ぐるりんのお庭で元気に遊んでいる子ども達を 
見て、こちらも寒さに負けていられない！と元気をもらっています。 
 １２月１月は、クリスマスにお正月と楽しいイベントが立て続けにありますね。ぐるりん
でも、季節を感じられるようなおもちゃや工作を用意して、皆さんのお越しをお待ちし
ています♪ 

12.１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 

「ハイハイ、たっち、歩く、基本の動きはどうして大事？」 

１月２８日（金）１０:３０～１１:３０ 
ハビットの理学療法士を交えた座談会です。ハイハイ、立つ、歩く、走る･･･子どもは少しずつ運動の土台となる動

きを身につけていきます。足を動かすことは、筋力、バランス感覚、好奇心など、子どもの発達に大きく関わり、その

後の運動につながっていきます。「ハイハイをあまりしない」「歩き方がおかしい・・・」など子どもの動きが気になっ

た時、大人はどんなサポートができるでしょうか？運動の発達段階や目安を知ってみんなでお話ししましょう。 

 
対 象：未就学児の保護者５組 

 ※託児はありません 

申込み：１月１４日（金）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。 

 

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 

 

 

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。 
 

 

 

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 】 

『KATAMINO(カタミノ)』 
 
 カラフルで様々な形をした立方体ピース(ペンタミノ)

を決められたマス目に埋めていくパズルゲームです。 

ペンタミノが全てピッタリと埋まった時の爽快感がたま

りません！問題は 500 種類ほどあり、少しずつ難易度

が上がっていくので飽きずに遊べます。寒い冬は親子で

じっくり KATAMINO に挑戦！ 

（わたなべ） 

 

『パープレクサス ルーキー』 
 
地球儀のような形のおもちゃの正体は、球体の中に様々な

仕掛けがある迷路です。１から７０までコース上に刻まれ

た数字を小さなボールでたどりながらゴールを目指しま

す。順調に進んでいてもコロンとボールがコースから外れ

てしまうと最初からやり直し。思わず天を仰ぎたくなる時

もありますが、親子でどこまで進んだか競い合っても楽し

いですよ。               （よしだ） 

 

ｖｏｌ．３4 

なにしてあそぶ？ ～親子でじっくり遊ぼう！～ 

 

年末年始の休館のお知らせ 
 

年末年始は 12 月 2９日（水）～1 月３日（月）

までお休みです。1 月４日（火）から開館します。 

新年には、すごろくやかるた、こまなどお正月なら

ではのおもちゃ、レイアウトやおもちゃの 

入れ替えも予定していますので、1月の 

ぐるりんを楽しみにお待ちくださいね。 

 

年末年始のおもちゃの貸出し 
 

年末年始休みのため下記日程は貸出し期間が異なりま

す。いつもより一週間長く借りられるので、年末年始は 

ぐるりんのおもちゃでたっぷり遊んでくださいね！ 

 

＊貸出し 12 月 22 日(水)→返却 1 月 5 日(水)  

＊貸出し 12 月 2５日(土)→返却 1 月８日(土) 

 

理学療法士って？ 
ハビットでは「ハイハイしない、歩かない」などの運動面の相談に応じ、

具体的な遊び方や関わり方を提案し、親子が笑顔になれるように心のケア

やサポートを一緒に行っています。 

 

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

