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トイライブラリー？ おもちゃの図書館？ なんだろう！ 

私が全国社会福祉協議会事務局に入局し、3 年後に全国ボランティア活動振興センター（全国 VC）に

異動したのが、昭和 56 年＝1981 年「国際障害者年」（IYDP）の年でした。 

多様な障害者関係事業を推進する中で、上記の言葉を知るようになり、おもちゃの常設展示場？ お

もちゃ書籍の専用図書館？ いろいろと考えました。 

翌年には東京・三鷹市の小林るつ子さんを中心に、おもちゃの図書館全国連絡会（全国連絡会）が設

立され、事務局が全国 VC に設置され初代所長の木谷宜弘さん、初代副所長の鈴木広子さんのもとで、

初代事務局として、本誌も創刊号より暫く担当させて頂きました。 

役員を文字通り御世話役の「世話人」と決めて、初代の世話人代表には満場一致で小林さんが選出さ

れ、本当に和やかであり、しかも熱い思いを感じる世話人会、設立総会、全国協議会を次々に開催し、

助成団体等の支援を受けながら、モデルルーム、おもちゃ展、寄贈事業等にも積極的に取り組まれた日々

を、決して忘れません。 

今年 2 月、私の職場での母のようであった鈴木さんがご逝去され、6 月開催の「お別れ会」世話人の

一人として、現在は東京・荒川区にある全国連絡会事務局に何回も行かせて頂き、現在代表役の小泉康

代さんを中心に、事務局長の藤田満幸さん、そして鈴木訪子さんたちと、ご本人を偲び、心熱く、しか

し楽しく企画・準備・実行をさせて頂き、35 年前を思い出させる貴重な日々でした。 

今改めて考えてみますと、全国連絡会の世話人の方々は、日常各地のおもちゃの図書館において、悩

みや苦しみも多くある中で、本当に楽しく活動されておられ、その楽しさが各県連絡会においても、そ

して全国連絡会にも現れているのではないのかと。 

重ねて私の職場での父のようであった木谷さんも 5 年前 10 月にご逝去されましたが、次の大切な言

葉を生前残されています。 

「愉快で楽しいこと 楽しくなければ ボランティアではない」ボランティアはなんだか楽しい、自由

であるから楽しい、自由であるから知恵がわいてくる、自由であるから続けることができる。 

 私は、おもちゃの図書館活動について、とくに全国連絡会の活動推進に共に歩まれたお二人が旅立た

れた今、次のように祈り願います。 

今こそさらに広げていきましょう、障害のある子もない子も一緒にあそべる、ボランティアが参加す

るおもちゃの図書館の、この大切な活動の楽しさを。  

                        

                   渡邊 昌行（全国社会福祉協議会 総務部情報管理室長） 
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☆牧場への親子バス遠足  おもちゃ図書館ふる里 No.636 （岩手県矢巾町） 

 去る９月２日、当おもちゃ図書館はご協力いただいた助成金を基に親子バス遠足を実施しました。当日は

台風が近づいてきていることもあり天候が心配されましたが、皆の願いが届いたようで雨が降り出すことも

なく、過ごしやすい気候の中「館ヶ森アーク牧場」を楽しむことができました。牧場までのバス内ではレク

をして大盛り上がり！楽しいドライブでした。到着後ランチバイキングにて牧場産のとれたてたまごや豚肉

に舌鼓。その後はご家族ごとに牧場内を自由に散策しま

した。牧場には様々な動物がおり、餌をすぐ側まで行っ

てあげたり、ポニーの乗馬体験、鶏のたまごひろい体験

コーナー等もあり、普段はできない貴重な体験をし子ど

もたちは皆目を輝かせ喜んでいました。笑顔がたくさん

見られ、親子の絆がより深まった行事となりました。本

当にありがとうございました。（内出弥貴子） 

 

☆楽しい「サイエンスショー」おもちゃ図書館あそびむし No.６（東京都板橋区） 

 お子さんたちが日頃通い慣れた療育センター内のホールをお借りしてサイエ

ンスショーを鑑賞しました。２人のお子さんが白衣を着てお手伝い。液体窒素

を使った実験・表面張力の実験 etc.ダンスあり、パントマイムあり、腹話術あ

りの盛りだくさんでした。最後にお子さん一人一人個別に実験を行わせてもら

いました。箱に入った液体窒素の中に膨らんだ風船を入れるとみるみるうちに

縮みミミズのようになってしまいます。縮んだ風船を菜箸で取り出すと…不思

議！割れることなく元に戻りました。そして、毎年クリスマス会でサンタ役を

してくださるパパさんが元に戻った風船でバルーンアート！剣や花や犬を作っ

てもらうというおまけ付きで、お子さんたちも親御さんも大喜びでした。車椅

子のお子さん２２名、発達障がいのお子さん５名、兄弟姉妹さん１０名、親御

さん、ボランティアさん、総勢６７名での鑑賞となりました。（安達恵） 

 

☆音楽療法  おもちゃ図書館「おおきなき」No.724（東京都大田区） 

 地域の音楽療法士さんに偶然出会えたことが、この企画の始まりにあります。ま

た、普段遊びに来る子どもたちが電池で動くバイオリンや電子ドラム、タンバリン

やカスタネット等の音楽系の玩具でよく遊んでいました。この 2 つのことが音楽療

法教室の企画につながっています。今回、「音楽を通したコミュニケーション」を

テーマに、半年に 3 回の音楽療法教室を企画し、助成していただきました。地域の

就学前の障害のあるお子さんが参加し、普段の活動では見られない生き生きとした

動きや表情が見られて、とても素敵な時間になっています。障がいのないお子さん

にも障がいのあるお子さんにも、音楽は心に届き、人と人をつなぐ力があることを

実感しています。今回の助成に心より感謝申し上げます。写真は「布あそび」と「マ

ラカスごっつんこ」と題した楽器活動です（相澤純一) 

 一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の「山科直治記念 文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」は、
おもちゃ図書館の運営充実と活性化をはかるとともに、子どもの遊びが潤いのある豊かなものになることを
目的として実施されています。対象は、おもちゃの図書館全国連絡会の会員、対象事業は①文化活動（観劇、
観賞会、料理教室、音楽教室、コンサート等）②スポーツ活動（スポーツ教室、スポーツ観戦、旅行、遠足
等）③レジャー活動（お楽しみ会、クリスマス会、誕生日会、謝恩会等）となっています。平成 29 年度は、
20 館が助成を受けました。 
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 ☆みどりおもちゃ図書館☆ 会員 No. 387 （愛知県名古屋市）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ☆高知おもちゃ図書館はとぽっぽ☆ 会員 No. 126 （高知県高知市）  
   「はとぽっぽ」が高知市に誕生して 32 年になります。こどもたちの豊かな発達を願い、障がいのある  

   子もない子も、ともに一緒に遊びながら楽しいひと時を過ごせたらと思っています。 

   県社協の事務所の一部屋をお借りしていますが、駐車場はなく、授乳室や親子で利用できるトイレも  

無いのが現状です。不便さは、ボランティアがカバーできるところはしながら活動してきました。毎週   

土曜日（祝日と第 5 は休館）の 10 時～12 時開館。ボランティアは 13 人で月 1 回の運営委員会で翌月の 

活動日の担当を決めています。毎回 2，3人でボランティア。運営資金はカ 

ンパと県の子育て講座受託事業です。年に 2 回（5 月・10月）お楽しみ会を 

開催し、広く呼びかけています。      

 ボランティアの入れ替わりはありますが、やりがいのある活動を続けるた 

めにも、積極的に移動おもちゃ図書館をしています。要望があれば県下に出 

かけていきます。またおもちゃ（布が中心）を作り、作品は貸出しもしてい 

ます。常にボランティア募集中を掲げて活動しています。 

                        （代表 濱田百合子） 

   

 平成 29 年１月 31 日、新宿区にある損保ジャパン日本興亜本社ビルで、

「2016 年度ＮＰＯ基盤強化資金助成首都圏贈呈式」が開催され、(公財)

損保ジャパン日本興亜福祉財団の二宮雅也理事長から、助成金の贈呈書を

いただきました。この助成では、おもちゃの図書館全国連絡会が各地のお

もちゃ図書館の特色ある活動の情報収集と、その情報を活用した広報誌や

ホームページでの情報発信を応援していただきます。 

 今回の特集はその「特色ある活動」の事例収集の一環として、「工夫と

連携」を中心にした事例を集めてみました。 

ボランティア減少・・・地域の「お助けボラ」や、小学生ボラに助けられて乗り切っています 

  

 名古屋市の南東部に位置する緑区は、子どもの多い地域です。新しくできた住宅地と商業施設に隣接し

た地区会館に「みどりおもちゃ図書館」も活動の場を広げてから、利用する親子がとても増えました。 

 ところが、それに反してボランティアの数が減ってしまいました。そこで緑区社会福祉協議会に登録す

る「ボラネットみどり」の仲間達の手をかりて、こどもまつり・ 

赤ちゃんまつり等の企画の度に、お助けボラを募集してやりくり 

しています。このボラネットみどりは、「つながる･広がる・出会 

えて良かった仲間たち」を目標として毎月一回情報交換や交流を続 

けています。また児童館での開館の際には、小学生の子ども達がお 

もちゃを運ぶのを手伝ってくれて、頼もしく感じています。このボ 

ランティア体験が、未来に繋がってくれたら、と感じています。 

                     （代表 磯谷真純） 

 

常に「ボランティア募集中！」やりがいのある活動を続けたい 
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☆宗像おもちゃ図書館☆会員 No.３５１ （福岡県宗像市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆土浦市おもちゃライブラリー☆会員 No. 57 （茨城県土浦市） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『僕が一番楽しかった遊びはボール遊びです。キャッチボールやバレーなどをしました。みなさんと会え

るのが最後ですが、楽しかったです。僕にとって最後のおもちゃ図書館でしたが、楽しかったです。みな

さん元気でいてください。僕はもうすぐ中学生ですが、僕はがんばります。』 

 これは、平成 29 年 1 月 18 日、宗像市の小学校で開催された特別支援学級合同のお楽しみ会（児童参加

人数 21 人）に出張したおもちゃ図書館で遊んだ後、参加した小学校 6 年の Y 君から寄せられた感想の一

部です。このような嬉しい感想が、私たちスタッフのエネルギー源になっています。 

 平成 26 年 8 月 26 日に開かれた宗像市教育委員会主催の市立小・中学校特別支援学級担当者研修会に、

私たちスタッフも参加しました。研修では、北九州市立特別支援学校の先生による「おもちゃを使った指

導」について学びました。この研修を機に、毎年小学校の特別支援学級への出張図書館活動を継続的に実

施するようになりました。出張図書館の締めくくりは、子どもたちと一緒に遊ぶ「パラバルーン」です。

何度もアンコールされて、スタッフはへとへとに 

なりますが、喜ぶ子どもたちの笑顔をみると、疲 

労感の何倍もの感動、感激につながります。 

 現在「宗像おもちゃライブラリー」の運営スタッ 

フ 12 人、制作スタッフ 3 人ですが、今後ともこの 

活動が多くの人に愛され、継続できればと思ってお 

ります。（代表 田中映一郎） 

 
 
 
社協とボランティアの連携。手作りおもちゃ、お便りの発行、地域での移動おもちゃ図書館など 

小学校の特別支援学級での出張おもちゃ図書館 

土浦市おもちゃライブラリーは、1980 年に市内知的障害者施設職員であった横井秀治氏がダウン症の息

子さんの為に、自宅で手作りおもちゃを使って遊び始めたことがきっかけとなり、1983 年その活動を引継

ぎ、社会福祉協議会内に開設いたしました。 

現在も、指導員が中心となり、ボランティアの協力を得て月 2 回、おもちゃの貸出し・療育相談を実施

しております。 

 おもちゃは、市販のものもございますが、木の手作りおもちゃが約１５５種類・布の手作りおもちゃが

約７０種類ございます。この手作りおもちゃは、子どもの発達を促す安全なおもちゃ作りの技術を得た、

ボランティアの協力で製作しております。 

 その他の活動といたしまして、「おもちゃライブラリーだより」の発行(隔月)、土浦市立図書館で一般

市民を対象としたおもちゃの貸出し、土浦市子どもまつりのコーナーへの参加・協力、移動おもちゃライ

ブラリーとして市内療育支援センターへの訪問、土浦特別支援学校地域交流事業として生徒たちとおもち

ゃを通して交流を深めております。（貸し出しスタッフ 岩瀬ひろみ・太田明美・酒井和枝） 

 

貸し出し日の風景 木工の手作りパズル 布の手作りおもちゃ 
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  ☆ おもちゃ図書館ぐりーん☆きっず  ☆ 会員 No.726 (埼玉県所沢市) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 

  ☆吉祥寺おもちゃ図書館 mini☆ 会員 No.677（東京都武蔵野市）  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ☆おもちゃ図書館千石こじゃり☆NO.735  （東京都文京区） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 開設して 3 年、保健師に勧められて来館するお子さんもありますが、障がいを持つお子さん、発達に心配

のあるお子さんを対象に月に一度開館しています。おもちゃの数や配置、自由に遊べるスペースなどのレイ

アウト、季節に合わせたプログラムなど、子どもたちに合わせた環境作りをし、気軽に参加・楽しめるよう

細かな約束事は作らず、遊びの様子を見ながら声かけなどの配慮をする中で、 

継続して参加する親子も増えています。ゆっくりと流れる時間の中で自由に 

遊ぶお子さんを見守るママさんや、育児の悩みなどママさん同士で話し交流 

する場面も見られ、親子が安心してゆったりと過ごせる場となってきています。 

おもちゃの助成や助成金などの事業を利用させていただき、絵本やおもちゃ 

などの環境も整いました。昨年 11 月より貸出しもはじめ、楽しみに利用し嬉 

しそうに持ち帰る姿も毎回見られます。これからも訪れる親子を笑顔で迎え、 

子どもたちの成長を一緒に喜びあえる場として活動を続けていきたいと思い 

ます。（代表 野村規子）                                             

 

 

保健センターと連携。障がいを持つお子さん、発達に心配のあるお子さんの利用が定着 

おもちゃドクターの腕と笑顔、キラリと光ってます！ 

 

 私たちの活動におもちゃドクターの米山さんが加わって頂いてから 1 年。「市内にもお

もちゃ病院はあるが、地元でぜひ協力したい。まだ初心者ですがベテランの仲間に聞きな

がら続けていきます」と笑顔で接してくださるドクターに、私たちも信頼を寄せています。

私たちの館は 6 畳一間なので、ドクターには修理の必要が生じたらお預けし、ご自宅での

修理後にお持ち頂く形です。重いままごとキッチンの運搬に車を出して頂くなど、大きな

ご協力もありました。電池部分の接触不良、ぬいぐるみの脚部破損、スフィアの脱落ピン

付け替え、ミニカー・ミニ電車の電池部分入れ替え、ばらけた木琴の接合（利用者さんの

おもちゃ）など、知識と技術に基づく技に皆、感激しています。単に「物を直す」ではな

く「子どもと成長を共にするパートナーを復活させる」ドクター、そして「子育ての楽し

さを家族で実感するための下支えの場」であろうとする私たち、今後も共に歩んでいきた

いです。（代表 藤井美里） 

 

 
街に「おもちゃ図書館」の仲間を増やそう！～多くの場をつなげて～ 

 おもちゃ図書館千石こじゃりは、2015 年に開館した子育て拠点です。毎週月曜

日の 13 時から 17 時まで、子育てをし易いまちづくりをするための団体「ぶんき

ょう子育てネット」が運営しています。週替りで、生協のボランティアさんや、

絵本読みのボランティアさんにきていただいて、運営を手伝っていただいている

のが特徴です。工作やおはなし会など、イベント時には 20 組ほどが集まって大

賑わいになることもあれば、天気が悪く利用者ゼロの日も・・・ 

 この春、近くに子育て中のママを中心に助け合えるシェアオフィス「千石たま

ご荘」ができ、気軽に立ち寄れる日として毎週木曜日におもちゃ図書館を開催。

同時に、勉強嫌いに取り組む塾「わでかくらぶ」にも声をかけ、一緒におもちゃ

図書館（おもちゃ図書館おひさま）を開設しました。 

 今後は、これらの 3 拠点を連携、そしてより多くの場をつなげていくことで、

日替わりで毎日立ち寄れる所があるまちを作っていきたいと考えています。 

                                                （代表 高浜直樹） 
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☆おもちゃ図書館すてっぷ☆NO.685 （埼玉県川口市） 
 おもちゃ図書館すてっぷは、開設して 8年目。地域の二つの児童センター

でそれぞれ一室をお借りし、「子どもたちが自由に楽しく安心して遊べる

場を」をコンセプトに活動してきました。児童センターという恵まれた環

境ということもあり、利用者は毎回受付用紙がいっぱいになるほど多くな

ってきました。しかし、私たちには「障がいや発達に心配のあるお子さん、

また他では遊びにくいと感じている親子にこそ遊びに来てほしい」という

ボランティア一人一人の思いがあり、毎回大忙しの中で、遊びに来た方とおしゃべりをする暇もないような

ことが続くと「私たちは何のためにおもちゃ図書館を開いているのだろうか」と感じることも出てきました。

そこで、児童センターの方とも相談し、「少人数でじっくり遊ばせたい方」「ちょっとした相談などある方

優先」「赤ちゃんは 10 か月以上」など開館時間に合わせて対象者を絞ることにしました。遊びに来た方に

安心して楽しく遊んでもらうため、そしてボランティア一人一人の思いにも応えるためにも、試行錯誤を繰

り返しながら開館しています。開館する側の思いや願いも理解していただくことで「おもちゃ図書館の意義」

を感じてもらえているのかと思います。お子さんやお母さん方の様子など、開館の状況を児童センターの方

と情報交換もしつつすすめています。（代表 隅田ひとみ） 

 
 
 
☆荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン☆NO.97  （東京都荒川区） 
 
 毎週水曜日 10 時～15 時、特別養護老人ホームおたけの郷の 1 階ホール

は、「おもちゃ図書館子育て交流サロン」に変身します。 

この地域には子育て中の親子の施設が少ないことから、施設長さんにお

願いをし、荒川おもちゃ図書館の出張サロンとして、一緒に開館をするこ

とになりました。高齢者施設でのおもちゃ図書館は、区内初であり、施設

にとっても地域貢献活動となっています。広々としたホールは、食事やお

茶するコーナー、月 1 回はヨガ教室を実施。隣の和室は授乳スペース、お

もちゃを保管する倉庫もすぐそばにあり、とても恵まれた環境です。 

 この活動の助っ人は、荒川区の育爺こと「あら G メン」です。開館の準備から子どもたちの遊び相手、片

づけと大活躍です。施設の入居者さんとの交流には、子どもたちも立派なボランティアになるのかな？なん

て思っています。0 歳から高齢者までの多世代の人々が、一緒におもちゃで遊び、人生の先輩からは、あっ

たかな気持ちと知恵をもらい、子どもやお母さんからは、若さをもらい、みんなが元気になれる居場所にな

っています。もう一つ、最近、育児と親の介護のダブルケアのことが問題となっています。そんな時にこそ、

介護の専門職がいるおたけの郷おもちゃ図書館に遊びに来ながら、介護の情報提供や相談にのることができ

たらいいなぁと思っています。（鈴木訪子） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                              ～今回の特集にあたって～ 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

「利用者が増えて困った！？」安心して、ゆっくり楽しく遊んでもらうには 

特別養護老人ホームで、多世代交流の場づくり 

 

 おもちゃ図書館の活動事例を特集するにあたって、各地のおもちゃ図書館へ電話連絡し、活動の様子を

お聞きしましたが、お話しの中からおもちゃ図書館の抱える課題もたくさん知ることができました。    

「特色ある事例」「うまくいっている事例」といっても、「人（ボランティア）、場所、資金」など万全

の体制で活動できている館は少ないことを改めて確認することとなりました。ボランティアが中心である

比較的小さなおもちゃ図書館が、継続して活動していくには「場所や資金」も大切ではありますが、何よ

り少ない人数でも取り組める内容、周囲との連携、活動を知ってもらうための工夫、ボランティア自身が

心地よく活動に集まれる心配り、遊びにくる人達が安心して遊べるための配慮など、そこにはさまざまな

工夫と連携、知恵が詰まっていることがわかりました。ボランティアグループでもできること。また時代

とともに変わっていくニーズにも対応していく柔軟性など。そんな小さな工夫を積み重ねている事例こそ

が、全国各地でおもちゃ図書館活動に携わっている皆さんへのエールとなることと思います。 



 ７ 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

            

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ベック社クーゲルバーン、スカリーノ社「玉の道」 、プラレールなど           
                                       京都府：山科タンタンおもちゃライブラリー 谷内文子 

 山科タンタンおもちゃライブラリーで、特に人気があるのはクーゲル 

バーンです。玉が順に流れ落ちてきて、最後にシロフォンの綺麗な音色 

が鳴るという単純なおもちゃですが、ハンデイのあるなしを問わず、な 

ぜか子ども達の心をとらえるようです。じっと玉の流れをみて、繰り返 

し繰り返し遊びます。どの子もそうなのですが、自閉症の子ども達にとっ 

ても、それがとても心安らぐひと時のようです。小さい時からさんざん遊 

んできたはずなのに大人になってもやはり落ち着くのでしょう。おもちゃ 

を広げると、まず、この玉の流れをじっと見て確認していることが多いです。 

 自閉症の子どもたちは、何かを組み合わせることにも集中力を発揮します。パズル、ドミノ倒し、

積み木など。スカリーノ社の積み木で、立体の玉の道になっているものとクーゲルバーンを組み合わ

せて、すごい立体玉の道を作ってくれた時には本当に感動しました。彼のためにもっとたくさんセッ

トを買ってあげたい！と思ったものです。もちろん、ブリオの汽車セットのレールの組み合わせも得

意です。移動ライブラリーでは、お父さんたちが必死で取り組んでくれますが、自閉症の子どもたち

の方が、お父さんたちよりもうんと上手に手早く組み合わせてくれます。またプラレールで遊んだ時

には、ある自閉症の子どもが、まるでショーウインドウにあるような立体交差の線路を作ってくれま

した。それは芸術品のような見事さで、思わず離れたところにいたご両親を呼びに行ったものです。

こうしていつも、おもちゃを通して子どもたちの創造性や能力に驚かされています。 

 

（２）絵合わせカード（ドイツセレクタ社）        京都府：おもちゃライブラリーやさいの会  佐久間静子 

 今年 28 才になった文（あや ）という名前のダウン症の娘を持つ母です。 

やさいの会おもちゃライブラリーには文が 1 才の頃からお世話になっています。 

現在、文は週 5 日通所施設に通っていますのでおもちゃライブラリーでお世話にな 

ることも少なくなりました。 

 文が幼い頃は、「公園デビュー 」が流行っていましたが、ダウン症という障害 

を持った子を生んで間もない私は公園デビューして文を世間に晒すことができませ 

んでした。そんな時、誘って頂いたおもちゃライブラリーの中でかろうじて文を遊 

ばせることができました。文は積極的な子ではありませんでしたが、クーゲルバーン 

や絵合わせカードが好きで、借りてはよく遊びました。文は大人になってしまい、おもちゃで遊ぶこ

ともなくなりましたが、親子で今もライブラリーに参加し続けています。 

 

 子育て応援 TOKYO プロジェクト 2017 in 押上 

  平成 29 年 9 月 30 日（土）13:30～16:00 

  東京スカイツリータウン東京ソラマチ 

 東京都の主催するイベントに、墨田区社会福祉協

議会すみだおもちゃサロンと協働でブース出展しま

した。当日はすみだおもちゃサロンのボランティア

の皆さんがブースを担当。 

 多くの来場者で会場は賑 

わい、おもちゃ図書館活動を 

多くの方に知っていただく機 

会となりました。 

  南三陸町 福祉・健康まつり 2017 

～おかえり～ 新しいまちの扉をあけよう！！  

平成 29 年 10 月 1 日（日）  

南三陸町 ベイサイドアリーナ 

 広いアリーナの真ん中に「おもちゃ図書館いそ

ひよ」の移動おもちゃ図書館が開館しました！                                                                       
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新入会員のご紹介 

 ≪NO.757≫ おもちゃ図書館なないろ （埼玉県春日部市） 

 ≪NO.758≫ おもちゃ図書館タートル  (沖縄県国頭郡） 

 

     

 

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）               

☆賛助会費 

童心会 森敏江 松原ミチ 安達健司 小泉康代 小泉泰弘 小泉理奈 

小泉泰三 小泉信三 若林久代 若林里美 若林茉央 杉田千代 杉田信忠 

杉田一美 茅根弘子 平蔵見子 若林宏美 小泉徹 逗子おもちゃの図書館 

三浦鯉登 武田美和子 澤佐景子 青塚和子 

 ☆寄付 

川原恵美子  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 

 ボランティアの基本「できる時にできることをできる人が」そして木谷さんの言葉「楽しくて愉快なこと 楽

しくなければボランティアではない」おもちゃ図書館に携わってくれるボランティアが減少、また利用する子

ども達のニーズも変化しています。事例特集では、いろいろな工夫をすることで諸々の問題を解決しています。

事例を参考に皆様の活動が広がっていくことを願っています。 

 また文化・スポーツ・レジャー活動支援を利用してイベントを企画し、利用者そしてボランティアにとって

楽しく愉快な時間があっても良いですね。（園山）     （編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井） 

 

  

  

 

【震災支援金の口座】 

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店 

口座番号 普通００７７７３５ 

（口座名） 

おもちゃの図書館全国連絡会 

代表 小泉康代 災害支援口 

 

≪ご支援のお願い≫ 
当連絡会は、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
しています。ぜひ皆さまからのご支
援、ご協力をお願い申し上げます。
（一口 3000 円） 

 

【賛助会費・寄付の口座】 

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 

 

 ～事務局より～  【おもちゃ図書館に関するご相談について】 
おもちゃ図書館に関するご相談、お問い合わせ等は事務局にて随時承っております。 おもちゃ図書館に

遊びに行きたい、ボランティアをしてみたい、助成金、新規立ち上げ、研修・・などなんでもどうぞ！          

火～金 10：00～17：00 TEL:０３-６８０７-８８１３  Ｅ-mail:renrakukai@toylib-jpn.org 

 
 

☆TOY らいぶらりあん養成講座【中級】東京会場 

■日程：平成３０年１月２０日（土）２１日（日）定員４０名  

     9:50～16:00 （受付 9:30 より）          

■会場：サンパール荒川（東京都荒川区）    

 

☆ボランティア全国フォーラム 201７ 

■日程：平成２９年１１月 18 日（土）19 日（日）   

■会場：福山ニューキャッスルホテル（広島県福山市）他  

   ■主催：ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会   

     「広がれボランティアの輪」連絡会議   全国社会福祉協議会 

 

 

 

 

インフォメーション 

参加者募集中！ 

 

☆要綱は HPに掲載しています 

 

☆申込締め切り 10月 30日 

 


