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１０月４日(火)～８日(土) 

「パクパク人形」 
 

 

口がパクパクと動く紙で作る 

人形です。出来た人形を使って 

たくさんお話ししてみよう！ 

 

１１月８日(火)～１２日(土) 

「ぷちぷちまんげきょう」 
 

ぷちぷちに色をつけて、穴から 

覗いてみるととってもキレイな 

まんげきょうの出来上がり‼ 

色々な遊び方で楽しんでみて下さいね。 

 

 
 

 

手作りおもちゃの会 １０：３０～１５：３０ 

出張ぐるりん～楽しいおもちゃを持って行きます～ 
 

月に数回、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。 
 

 

＊10 月   ３日（月）１０：００～１１：３０ 西久保ピノキオ  場所：西久保コミセン 

＊10 月 11 日（火）１０：００～１１：３０ 0123 吉祥寺  場所：御殿山コミセン 

＊1１月 11 日（金）１０：００～１１：３０ サニーママ    場所：北町コミセン 
 
 

コミセン親子ひろばの利用は事前予約制となります。詳細はコミセン親子ひろばのリーフレットまたは子ども家庭支援セン

ターに電話(0422-60-1239)でお問い合わせください。 

手作りおもちゃの会 
 
10 月からは手作りのおもちゃが復活します！ぐるりんのひろばで一緒に手作りおもちゃを作りま
しょう。ぜひ親子で工作タイムを楽しんでくださいね☆ 

☎：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。 

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！直接ぐるりんに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：・10 月→１３日(木)～2１日(金) ・11 月→1７日(木)～2５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：・10 月→２５日(火)～２９日(土)・11 月→２９日(火)～1２月３日(土) 

※修理完了の電話の際に引取り日を予約 

受付時間 午前：10:00～11:30  午後：2:00～3:30 
 
※時間を過ぎた場合には作ることができませんのでご了承下さい。 
※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。 

 

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、ちょっと気になること

をひろばで遊びながら気軽にお話しできる日です。 

お庭で作って遊ぼう！ 

色水作りや紙ひこうきつくりなど、ぐるりんのお庭で

作ったり遊んだりして楽しめるものを企画中です。ぜひ

ご参加くださいね！！ 

日にち：10月 13日(木)・20 日(木) 

27 日(木)(ＰＭのみ) 

11 月 17日(木) 

申し込み：なし(当日のひろばでお待ちしています)  

※雨天時は中止となります 

畑に冬野菜の種をまきました！ 

 ぐるりんの畑に大根やかぶなどの野菜の種

をまきました。 

収穫は冬の間にする予定です。収穫のお手

伝いをお願いすることがあるかもしれません

ので、その時はぜひ一緒にやってみましょ

う！ 

大きくなるように 

水やりもしてね。 



「子育て・ゆりかごむさしのフェスティバル」で 

行なわれる“子育てひろばシールラリー”に 

おもちゃのぐるりんも参加しています！ 

詳細はスタッフもしくは市報むさしの（10月 1日号） 

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。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

   

  

ぐるりんからのおしらせ  

こども館看護師と話そう♪ 

「季節のライフ＆ケア ～乳幼児の健康と冬の過ごし方」 

１０月２７日（木）１０ :３０～１１ :３０ 
みどりのこども館看護師を囲んでミニ講座と座談会を行います。 
もうすぐやってくる冬を健康に過ごすためにはどんなことに気をつけたら良いのでしょうか。 

「子どもの肌のお手入れは大人と同じで良いの？」「まだうがいができないけど風邪予防にできることはあるの？」 
など、冬のスキンケアや感染症予防など、元気に過ごすポイントを聞いてみましょう。 
 

対 象：未就学児の保護者 ８組 ※託児はありません 

申込み：1０月１日（土）10 時より直接または電話にて受付  

  

第８４号 令和４年１０月 

 暑さも和らいで、お外遊びも楽しめる季節になりました。 
ぐるりんのお庭には小さなすべり台や、色々なおもちゃがあります。 
お庭で体を動かしたり室内でゆっくり遊んだりして楽しんでくださいね。 

  

10.11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  

 

 

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。 

 ・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 】 

『マーブルアート』 

 まるでチョコレートのようなカラフルなマグネット

を 1 つずつ移動させて並べることで、絵を描くおもち

ゃです。頭の中で思い描いたように表現するのはかな

り根気のいる作業ですが、 

ちょっと色別に分けてみたり、 

一列に並べてみたりとじっくり 

遊ぶ楽しさがありますよ。（吉田） 

『ファンタジーメロディー』 

みんなが大好きなファンタジーメロディー

は、かわいいワンちゃんやくまちゃんがくる

くると踊り出すオルゴールです。 

 一度動き出すと、そのかわいさに大人も子

どももみんなくぎ付け!! 

ぜひ、お家でもかわいい動きや素敵なオルゴ

ールの音色に癒されてくださいね。(近藤) 

ｖｏｌ．３８ 

なにしてあそぶ？～貸出しおもちゃの仲間入り‼～ 

みどりのこども館には看護師が常駐しています 
ウィズのお子さんの健康管理やぐるりんの利用者の怪我

の応急処置や相談など、みどりのこども館の子どもたちの

健康を守っています。 

 

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 

特設サイトは 
こちらから 

 
予約なしで遊べるように 

なります！ 
 

開館日  火曜～土曜日  

開館時間 午前の部 10：00～12：00  

午後の部 14：00～16：00 

定員   午前・午後共に子ども１０名程度 

 

※予約をせずに時間内に自由に来館してください。 

※定員は午前・午後共に子ども 10 名程度とします。 

※詳細はぐるりんのホームページ・Twitter に掲載の 

『ひろば利用のご案内』をお読みください。 

※混雑状況や混雑予想など、随時ぐるりんの Twitter で

お知らせしますのでご覧ください。 

来館時のお約束 
・保護者の方はマスク着用、自宅での検温

（来館される方は全員）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、手洗い、手指消毒をしていただ

きます。 

・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

やかにぐるりんまご連絡いただきますようお

願いします。 

 

10 月１日(土)から 

変わります‼ 

～ぐるりん Twitter～ 

ぐるりんの Twitter では、ひろばの混雑

状況やイベント参加者優先日などを随時お

知らせしています！ 

いろいろなイベントなどの情報も発信し

ていくので、ぜひ登録してください‼ 

 

おまつりに参加します 

 

★10月 19日(水)10：00～15:00  

じどうかんまつり(桜堤児童館) 

 

★11月 22日(火)10：00～11：30   

0123芸術の秋～0123吉祥寺まつり～ 

  ぐるりんの色々なおもちゃを持って行きます。 

どうぞお楽しみに‼ 

ぐるりん Twitter 

アカウント

『toy_gururin』  

 

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

