
 １ 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                           

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年１月６日発行/特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会  〒116-0001 東京都荒川区町屋２-７-５ 

電話 ０３-６８０７-８８１３  Fax０３-６８０７-８８６３ E-mail :renrakukai@toylib-jpn.org HP:http://www.toylib-jpn.org/ 

 

 
 
平成 1８年３月１５日発行 /  おもちゃの図書館全国連絡会 〒104-0061 東京都中央区銀座 4-14-6 ギンザエイトビル 3Ｆ 

電話 03-5565-0823 FAX  03-5565-0824  E-mail:renrakukai@toylib.or.jp 
 
 

№１２０ 

 

 

（№６６） 

 

 

 

 

おもちゃの図書館全国連絡会の活動にご協力を頂きましてありがとうございます。 

さて、念願の特定非営利活動法人（NPO 法人）の承認が昨年１１月におりました。やっとご報告が

出来ましてホッと致しております。法人として、新しいスタートです。事業と致しましては、地区ネッ

トワークの強化、おもちゃ図書館の新規立ち上げ支援、研修会や交流会、様々な形での広報活動、など

に力を入れて参ります。それにより、「おもちゃ図書館活動」の社会的な認知をより拡大し、皆様の活

動のバックアップがさらに進められ、全国で活動する仲間との絆が深く強くなれますこと、またおもち

ゃ図書館に集うすべての方にとって、楽しくほっとできる居場所であり続けることができますよう願っ

ております。 

昨年は、日頃お世話になっております、一般財団法人日本おもちゃ図書館財団様の「３０周年」でご

ざいました。記念誌の作成、また９月の式典にあたり、ご協力を頂きまして、本当にありがとうござい

ました。9 月 25 日の式典では、来賓の方々のご挨拶のあと、野田聖子氏の講演でご自分の子育ての中

からのお話に感動いたしました。財団様からは、活動３０年を越えた各地のおもちゃ図書館、県・市連

絡会、全国連絡会に感謝状を頂きました。チャリティ・オークションでは、手作りおもちゃがとても好

評で、嬉しかったです。おもちゃ図書館の皆様のお手元にも「３０周年記念誌」が届いた事と存じます。

今までの活動を、再確認し次の活動へのご参考になりますと幸いです。 

本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます 

 

               平成 27 年 1 月 特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会 

                       理事長 小泉康代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

平成 26年 9月 25 日（木） 

（一財）日本おもちゃ図書館財団  

創立 30周年記念式典が東京会館

にて開催されました。 
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         日時：平成 26 年 9 月 27日（土）28 日（日） 

           会場：岐阜県 長良川国際会議場他 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

                  

   平成２６年度一般財団法人こども未来財団子育て支援者向け研修事業 

         主催：一般財団法人こども未来財団・なぎおもちゃの図書館ひよこ 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「遊びは生きる力」～おもちゃ図書館活動（ボランティア）継続の秘訣！～のテーマで分科会が開
催されました。地元岐阜からの２つの報告、おもちゃ図書館はっぴーは、ボランティアと共同しな
がらの実践報告。おもちゃ図書館かみなりくんは、２８年の活動で成長した障害児たちのニーズや
新たな社会問題のニーズに応じた７つもの施設運営やユニークな活動報告には圧倒されました。中
でも成長した仲間の保護者の方々が職員として働いているという話に活動の方向性の一つを示唆さ
れたように思いました。瀬戸おもちゃ図書館クレヨンは、愛知の３０年を経過しているベテランの

おもちゃ図書館の報告で、ボランティアの居住地区ごとにグループを組み、口コミで近所の人をボ
ランティアの仲間に誘う。何よりも自分自身が楽しみ、仲間を知り、新しい出会いにワクワク感を
持つ。手作りおもちゃに取り組み、研修によりおもちゃに関する知識を向上させている「人つくり」
「人の輪」を重視する報告に長続きの秘訣を感じました。 

 

1 日目の様子 多くの方にお集まりいただきました 

地域子育て支援拠点事業を活用して子育て支援を展開されている荒
川おもちゃ図書館と、子どもの成長と共に「就労・余暇・生活支援」
へと発展させていかれためだかおもちゃ図書館のお話は、どちらも
先駆的な取り組みで大変勉強になりました。おもちゃ図書館を核と
して地域を巻き込み、社会をも変えていくという素晴らしい活動を
されており、心に響く感動的なお話でした。基調報告、事例発表も
含め、おもちゃ図書館の果たす役割、可能性についてたくさんのこ
とを知ることができ、何を大切に何を目指していったら良いのかな

ど考えさせられる貴重な時間となりました。ワールドカフェでは、
出会いと再会の場となり、テーマに沿って思いを語りあうことがで
きました。第②、③分科会では、おもちゃの素晴らしさと楽しさを
理論と実践を通して楽しく学ぶことができました。コンサートも最
高に盛り上がりました。みんなでつながりあい、学びあい、そして
励ましあい、笑いあり涙ありのたくさんの感動と元気をもらえた二
日間、やっぱりおもちゃ図書館ってあったかい♥本当におもちゃ図書
館は「地域の宝もの」ですね！今回たくさんの方が参加して下さっ
て本当に嬉しかったです。この研修会がきっかけとなって、地方に
もおもちゃ図書館の輪が広がっていくことを期待したいと思いま
す。（なぎおもちゃの図書館ひよこ/中国四国地方世話人 岸本理香） 
 

日時：平成２６年１１月２９日（土）３０日（日）         ≪参加者延１４８名≫ 

会場：岡山県奈義町文化センター 

                                                     （敬称略） 

1日目：＜基調報告＞ 「あそびは生きる力」 おもちゃの図書館全国連絡会世話人副代表 松山 明子 

＜講  演＞  おもちゃ図書館は地域の宝物おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人 鈴木 訪子 

＜事例発表＞  なぎおもちゃの図書館ひよこ      西 昌子・春華 

＜ワールドカフェ＞ 思いをみんなで語り合おう     ファシリテーター 日置 三津子 

2日目 ＜分科会①＞ 発展型おもちゃ図書館事例   社会福祉法人めだかすとりぃむ理事長 山下 敏夫 

＜分科会②＞ おもちゃとあそび              名古屋中村おもちゃ図書館代表  髙村 豊 

＜分科会③＞ 子どもたちの“集中力”と“創造力”を育む カプラワークショップ 

カプラインストラクター 日野 定幸 

 

参加者は、近隣県からの参加者がほとんどでしたが、長野、山

梨、富山からのおもちゃ図書館を知りたい、活動を検討してい る
という人の参加があり、そこに全国ボラの意義も感じ取る事がで
きました。 
（名古屋中村おもちゃ図書館/東海北陸地方世話人・髙村豊） 
 

 

2 日目 カプラのワークショップ 
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｢できたらいいな～｣が本当に叶った！ 

私達の住む街にイオンがオープンしたのは昨年秋。神戸北店のおもちゃ広場の記事を見てなんとかしたい

私。前主任児童委員さんに話をしたところ、｢できるちゃない！｣の一言が後押しとなり、店長に直訴！快い

返事を頂き実現。楽しいをみんなと共有したい私達は、地域で活動している他の団体に呼びかけ、パネル展

示で紹介。おもちゃ病院や大道芸人まで欲張な企画を実行！中学生

のボランティアさんは赤ちゃんに釘付け。K君は言葉が上手く出な

いし、遊べないとママの悩みをよそに、ちゃっかりおねえさん達と

遊んでいる。やんちゃな A君は店内でお誘い任務のため、チラシ配

り。地域活動支援センターの仲間も初ボランティアに挑戦！おもち

ゃ図書館は楽しいをベースに、遊ぶだけでなく、様々なカタチで場

を創る。地域を創る。今回も大きな役割を楽しいに中見つけた私

達！次回に続く… （おもちゃ図書館ゴリリンクラブ 田中智子） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 10 月 1 日  主催：とうきょうプレイデー実行委員会 

 汐入おもちゃ図書館子育て交流サロンでは、好きなおもちゃで自由に遊んでもらういつも通りのスタイルでス

タート。いつもと違うのは、プレイデーのロゴ入りバンダナを巻いたぬいぐるみに子ども達を出迎えてもらった

こと。当日は都民の日でお休みの幼稚園が多く、入園以来遊びに来る機会が減っていたお兄ちゃん、お姉ちゃん

と一緒に兄弟での来館者が多く、とてもにぎわっていました。それぞれが遊びに

盛り上がったところに、突然のダンボールマンの登場！！びっくりして泣き出す

小さな子やママのかげに隠れながらも観察する子、興味深々近づいていく子と、

これまたそれぞれに違った反応を見せてくれました（笑）おもちゃ図書館は毎日が

プレイデー♪これからも親子で楽しく遊べるよう沢山のおもちゃを用意して待っ

てます。（汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン 小林光絵） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（一財）日本おもちゃ図書館財団では、おもちゃ図書館活動の推進、普及活動

の一環として「おもちゃ広場」を開催しています。皆さまも地域のイベントの

際に「おもちゃ広場」を実施しませんか？おもちゃの図書館全国連絡会もおも

ちゃの貸し出しや当日の運営について可能な限りご協力させていただきます。 

［とうきょうプレイデー］とは・・1987 年からイギリスで実施されている Playday を参考にして 2013 年か 

ら実施している「子どもが遊ぶことの大切さを祝う日」です。子どもたちが遊ぶ環境は、都市化、少子化、地域 

コミュニティの衰退、車優先の社会などさまざまな要因から、厳しい状況にあります。子どもたちの笑顔があふれ 

るまちは、大人にとっても暮らしやすいまちだと考え、この遊ぶ環境を少しでも改善していきたいとこのキャン 

ペーンをスタートしました。「TOKYOPLAY」が中心となり、こどもの城をメイン会場とし、都内の子どもや 

遊びにかかわる各種団体が、その趣旨に賛同しサテライト会場として参加しました。 

☆参加おもちゃ図書館：おもちゃ図書館あそびむし・荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン・おぐぎんざおもちゃ 

図書館子育て交流サロン・汐入おもちゃ図書館子育て交流サロン・すみだおもちゃ図書館・連絡会事務局 

プレイデーマン登場！ 
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☆☆布のおもちゃライブラリー「赤い実の会」（会員 NO. ７１８） 北海道北広島市 

 札幌市から南へ２０キロ新千歳空港との中間地点。駅から徒歩５分の福祉センターにて第二金曜日１０時

から１４時まで開館。 子育て支援、就園前のお子さんと保護者の方の交流の場になればと、おもちゃの制

作も低年齢化したものに関心がいく。第４金曜日一時間は近くの養護施

設の幼稚園入園前の子ども達１０人前後が目を輝かせてくれるのでや

りがいが有る。例年５月駅広場での移動ライブラリーには、散歩中の園

児や通りかかった親子が立ち寄ってくれる。福祉祭り、読書祭り、元気

フェステバル、児童センター祭り等協力依頼も忙しい。近郊市からの貸

し出し依頼も多い。赤い実の会作品は３０年前から布絵本制作を続けた

前会長と会のポリシー、布の色合いと柔らかさ。こんな作品を作りたい

と言っただけで出来上がる会員平均年齢６９歳１３名が楽しく集える

ことも大切な活動である。（皆木智子） 

 

 
☆☆おもちゃライブラリーＨｕｇくみ（会員 NO. ７１９） 大阪府門真市 

おもちゃライブラリーHugくみは、知的障害児者の親の会からスタートした NPO法人門真市手をつなぐ育
成会が運営をしています。ボランティアのほとんどは、障がいのある人の親が参加してくださっています。
門真市には、子どもたちが、安心して自由に遊べる公園や施設が殆ど
ありません。子どもたちに、自分の思いのとおり元気に遊べる場所と
なるように！！保護者のみなさんには、悩みの相談や親同士のつなが
り作りのお手伝いと、ママ友達の出会いの場所となるおもちゃライブ
ラリーになってほしいと願い、２０１３年４月に開設いたしました。

もっと早くに開設したいと思っていましたが、良い場所がなかなかあ
りませんでした。この場所は、門真市が市民団体に向けて市民プラザ
の利用を管理会社とパートナーシップ事業の取り組みとして、月に２
回ですが多目的室を優先利用させていただけることになり、念願のお
もちゃライブラリーをスタートすることができました。（東野弓子） 

       

 
☆☆埼玉県障害者交流センターおもちゃ図書館（会員 NO. ７２１） 埼玉県さいたま市 

埼玉県障害者交流センターは、このたび、皆様のご支援ご協力のおかげで、２５周年を迎えることとな

りました。その２階にあるおもちゃ図書館は、障害のある子どもとその家族が、安心しておもちゃで遊ぶ

ことによって、楽しいひとときを過ごし、皆が笑顔の場となるような空間を・・と、図書資料室とともに

毎日オープン（センター休館日除く）しています。様々な障害のある子どもがおもちゃをはじめ、他の子ど

もたちと出会い、遊びを通して子どもの潜在能力を伸ばすことができたら・・という思いでおもちゃ図書

館専属の３名のスタッフが、１名ずつ曜日ごとに勤務し、遊びの場・おもちゃの貸出・出会いの場を提供

しています。利用し始めた当時はまだ小さかった子供が、日々、成長していく姿をうれしく見守っていま

す。保護者の方々とそんな話をするのも一つの楽しみでもあります。 

おもちゃ図書館内の活動として、毎月第２土曜日午後には、おもちゃ病院が開催され、浦和おもちゃの

病院ドクター達によって大切なおもちゃの修理が行われたり、先

日開催されたセンター祭では、初めての試みとして、当センター

朗読教室を修了した皆さんによっておもちゃ図書館にきている子

供達への紙芝居の読み聞かせが行われました。   

また、当施設は障害者優先の施設ですが、障害のない方との「交

流」もできるよう、障害のある子どもの利用を妨げない範囲で障害

のない子とその保護者も利用できます。障害者への理解が深まる

よう職員も十分心がけてまいります。（竹田友美） 

 

   特集 
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☆☆ビハーラ久米島じんじんおもちゃライブラリー（会員 NO.７２０）  沖縄県久米島町 

 ビハーラ久米島じんじんおもちゃライブラリーは、お寺の行事である日曜学校(キッズサンガ)の活動に

併せて、子どもたちの明るい将来のため、おもちゃをきっかけに、子どもたちが共に育ちあい、また親同

士も学び合い、交流を深める場として、久米島町社会福祉協議会の後援のも

と開催されています。2013(平成25)年 7月21日より活動を開始しています。

毎月第 3日曜日の午前 10時より久米島本願寺を会場において、月に 1回取り

組んでいます。 島内では、子どもたちが遊ぶ娯楽施設が少なく、小学校低

学年〜乳幼児が 10名程参加しています。学校では味わえない、学年を超え

た交流(大きな子が小さな子にあわせて、おもちゃの使い方を創意工夫する

など)を、笑顔いっぱいで楽しんで活動しています。（齋藤謙吾） 

 

☆☆おもちゃ図書館フルーツバスケット（会員 NO.７２２）  東京都大田区 
 

NPO法人ふぁみりーサポートちきちきネットが、おもちゃ図書館フルーツバスケットを開設したのは 2013
年 10月でした。放課後等デイサービス(障害児の放課後支援の施設)を運営している NPOなので、施設の空
いた時間帯を使い、第二・四土曜日に開催しています。子どもたちがおもちゃを通して遊び、交流し育ちあ
う場だけではなく、保護者がホッとでき、のんびり過ごしてほしいとい
う願いも込めて運営しています。子どもたちの遊びに配慮しながらお茶
を飲んで他の参加者やスタッフとの情報交換やおしゃべりを楽しみま

す。マッサージが得意なスタッフやカラーセラピーの活動をしてきたス
タッフは、疲れた顔で入ってくるママたちをマッサージに誘い、相談に
のっています。気に入ってバスで通ってくる親子もいます。子どもたち
も保護者もスタッフものんびりした空間を楽しめるような運営と子ど
もたちのライフステージに応じた正確な情報の提供にこれからも心が
けていきたいと思っています。（大河内千恵子） 

 

☆☆新宿おもちゃ図書館「ここ・から広場」（会員 NO. 723） 東京都新宿区 

新宿おもちゃ図書館「ここ・から広場」は「施設を利用する人の（こころ）と（からだ）が元気になって

（ここ）から成長し仲間作りをしてほしい」との願いが込められております。2013年 10月 21日に開館致し 

ました。新宿区には、おもちゃの図書館「あいじえん」がありました。ビルの耐震問題で 2013年 10月に豊

島区に移転、新宿区におもちゃ図書館が無くなることは堪え難いも

のがあり、区にお願いして新宿区立子ども総合センター２Ｆ（プレイ

ルーム）に開館することが出来ました。毎月１回、第３月曜日の１時

～２時半、障がいのあるお子さんと就園前のお子さんを対象にオープ

ンしています。おもちゃ図書館で気に入ったおもちゃで遊ぶとき、子

ども達の目はキラキラと輝きます。子どもにとって｢遊びは生きる

力｣を大切に、子ども達が安心して遊べる所であり、お父さん、お母

さんにとっては心を開いて語り合え、楽しいひとときを過ごすこと

のできる場でありたいと願っております。（松原ミチ） 

 

 

 

～仲間たちと誇りをもって活動を～ 
はじめたばかりのおもちゃ図書館には愛がいっぱい。新しく立ち上げる人たちの熱いパワーはすごい。

かつての私たちもそうでした。自分たちのスタイルで子ども達やお母さんの応援団になってください。

全国には同じ目的を持って子ども達と過ごす仲間がたくさんいます。でもがんばりすぎないで、のびや

かな活動をしていくことも大切に。赤ん坊から成人まで深く関わり、支え、成長の様子が見られるこの

活動は、長く続けていくことで嬉しいごほうびがもらえます。障害のある子を育てるご苦労はお母さん

にとっては大変なものです。その気持ちをほんの少しでも受け止めてあげられるおもちゃ図書館活動を、

仲間たちと誇りをもってすすめてくださいますよう祈っています。 

                柏おもちゃ図書館“かたつむり”/関東地方世話人 鈴木多恵子
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全国のおもちゃ図書館の皆さまから、おすすめおもちゃ、お気に入りのおもちゃを紹介し

ていただくこのコーナー。今年度は、世話人の皆さんの自己紹介も兼ねて「私のお気に入

りおもちゃ」を紹介していただきます。 

 

おもちゃ名：ミニスフィアボール 

        （ホバーマン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもちゃの図書館全国連絡会では、

東日本大震災の後、福島市での移動お

もちゃ図書館活動を続けてきました。

今年度は、7 月のイベント参加、また

10 月は市内保育所、福島県立聾学校福

島分校での紙芝居や移動おもちゃ図書

館、12 月福島県立盲学校小学部におい

て音楽会など継続的に交流を図ってい

ます。 

                 

吉祥寺おもちゃ図書館 mini（東京都）  

 事務局世話人  藤井美里 

 

ちいさなイガイガが、ふわっと広がってちぢんで、転がっ

て。小さな子はビックリ、それをみてお母さんも喜んでくれ

ます。じつは数学的なムズカしい定理の元に作られたそう

で、そんな不思議さも含めて「これ借りようよ！」と盛り上

がってくれます。ぜひ、家族で楽しんでほしい、日頃子ども

の小さな変化を実感することが少ないお父さんも、おもちゃ

に喜んだり驚いたりする我が子に接し、成長していること、

子そだての喜び、家族で過ごす幸せ・・・そんなことを感じ

てほしいなあと思っています。 

そのほか、人気があるのは、アンパンマンの滑り台、小さ

な子ども用の動物メロディキーボード、木のはめ込みパズ

ル、おままごとセット等です。 

私たち吉祥寺おもちゃ図書館 miniは、週 1回の開館を続

けて、今年 5年目の小さな館。スタッフは、元幼稚園教諭や、

地域の先輩ママです。会場となるおうちを貸して下さってい

る家主さんの長年の教育相談の知恵を生かして、運営してい

ます。ハンデのある子もない子も、一緒にこの社会を形作っ

て行くだいじな人たち。みんなこの世界に希望を持って生き

て行ってほしいと思います。 

 

 

↑ CDSJapan（全国児童発達支援協議会）様より寄贈していただいたクーゲルバーン 

← 東浜保育所のお子さんよりかわいいお便りをいただきました 
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       昭和 58 年に組織された「おもちゃの図書館全国連絡会」のボランティア活動も多くの皆さまに支えられなが

ら 30年が過ぎました。現在の社会情勢の中で充実したおもちゃ図書館活動を進めていく為にも、社会的に認

められる体制を整えようと特定非営利活動（NPO）法人を取得致しました。 

        これからも、子どもたちの様々なニーズに応え、地域福祉の要となる各地域の「おもちゃ図書館」を応援し、そ

の拡充を図りたいと願っております。 

 

  【目的】 

全国にあるおもちゃ図書館活動を行う意思のある団体及び個人に対して、ネットワークを組織

し、情報の共有、交流を行うとともに、その活動の質を高め、障害のある子どもを中心にすべて

の人が地域で豊かに生きることに寄与することを目的としています 

 

【主な事業】 

ボランティア活動の推進事業  

子ども達の遊び場事業 

おもちゃ図書館に関する情報提供・広報事業 

おもちゃの図書館活動の推進・運営に関する事業 

その他目的を達成するために必要な事業 

 

 【設立の経緯】 

１９８３年２月  任意団体おもちゃの図書館全国連絡会の設立 

２０１４年 11月 特定非営利活動（NPO）法人となる 

※現在では、全国で約４５０カ所のおもちゃ図書館が加入しています。 

 

正会員・賛助会員募集 

当連絡会は、これからも子どもたちのさまざまなニーズに応え、地域福祉の要となる各地域の「おもちゃ図書館」を

応援し、その拡大を図りたいと願っております。 

正会員、賛助会員ともに個人でも団体でも結構です。よろしくお願い申し上げます。    

正会員：  3000円 （おもちゃ図書館活動を行う意思のある団体および個人） 

賛助会員： １口 3000円（何口でも可） 

            ※定款はＨＰにて公開しております。 

《会費振込先》  

     ①ゆうちょ振替口座： 

口座記号番号 ００１００-１-５５１５０６   

口座名 ＮＰＯ法人おもちゃの図書館全国連絡会 

     ②三井住友銀行： 

町屋支店 口座番号 普通７０１３９３０ 

        口座名 特定非営利活動法人 

おもちゃの図書館全国連絡会 

【おもちゃ図書館についてのお問合せは】 

ＮＰＯ法人おもちゃの図書館全国連絡会 

電話 ０３－６８０７－８８１３ 
FAX  ０３－６８０７－８８６３ 

HP http://www.toylib-jpn.org/ 

http://www.toylib-jpn.org/
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新入会員のご紹介 

 ≪NO.729≫おもちゃ図書館ひつじぐも（静岡県浜松市） 

 ≪NO.730≫東松島おもちゃ図書館くるり（宮城県東松島市） 

 

  

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略） 

☆賛助会費 

   おもちゃ図書館かみなりくん  柳順子  

☆寄付 

    鈴木廣子 加々本佐知子 野中佑子 鈴木訪子 府中おもちゃと遊ぶ会 鎌ヶ谷おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」 

☆震災支援金 

CDS Japan（全国児童発達支援協議会） 

 

★日本出版販売株式会社より 

「よい本いっぱい文庫」を全国各地のおもちゃ図書館（９５ヶ所）に寄贈していただきました。 
  

 

 

 

 
 
 

 

＜編集後記＞ 
新しい年を迎えました。おもちゃの図書館全国連絡会も NPO法人としての新たな一歩を踏み出しました。皆様の

ご指導、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 特集の「新入会員の紹介」にもありましたように、北海道から沖縄まで、いろいろな地域におもちゃ図書館活動

が広がっています。たくさんの子ども達が、たくさんのおもちゃに触れ、たくさんの遊びから生きる力を得て、

大きく成長してほしいと願っています。 

今年も、トイポストが皆様の活動へ的確な情報を提供できたらと思っております。（園山） 

                       （編集委員→安達、岸、篠原、園山、中嶋、藤井、隅田） 

  

  

 

 

 

 

☆「TOY らいぶらりあん（ボランティアリーダー）養成講座」[初級] 

[日時] 平成 27 年１月２４日（土）１０：００～１５：１５         

   [会場] 専修学校 朋友柔道整復専門学校（東京都荒川区東日暮里６-２５-１３） 

   [内容]  講座Ⅰ：おもちゃ図書館の歴史と意義 講座Ⅱ：ボランティア論 

講座Ⅲ：障がいのある子の遊びとおもちゃ 

   [参加費] １０００円  [定員] ５０名   

     [対象]  おもちゃ図書館ボランティア・おもちゃ図書館活動に興味、関心のある方どなたでも 

   [主催]  おもちゃの図書館全国連絡会 

 

   
ＮＰＯ法人 

おもちゃの図書館全国連絡会 事務局受付時間 

  火曜日～金曜日 １０：００～１７：００ 

  （休み：土日月祝 年末年始・夏季） 

※お急ぎのご用件がある場合はメールにてご連絡下さい。 

 

    

  

  

 

     

インフォメーション 

参加者募集中 

【相談員よりお知らせ】 
 助成金、新規立ち上げ、研修・・など 

 なんでもどうぞ！ 

 

相談日：毎週木曜日 

時 間：午後１時～５時 

相談員：松原ミチ・岸節子 

TEL:０３-６８０７-８８１３ 

事務局よりお知らせ 


