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テーマ

「日々の開館だけで精一杯、広報している時間は取れないわ」というおもちゃ図書館もあるかもしれませんが、何年

もそこで開館していたのに「おもちゃ図書館があったの知らなかった」、「おもちゃ図書館って聞いたことない」という声

も聞こえてくることがあります。必要な人に遊びにきてもらえるように、おもちゃ図書館を広く知ってもらいたいですね。

「ごぞんじですか」おもちゃ図書館
～声と顔での広報はいかがですか～

おもちゃ図書館にたどり着く道のりは、人それぞれです。思わぬ回り道の方もいらっ

しゃいます。たくさんの看板が必要なのです。看板は、おもちゃ図書館をごぞんじの

方々なのです。ここは当然と思う所以外にも、もしかしたら通じる道となる場合もある

のです。障害のあるなしでなく、直接子どもの父、母、祖父、祖母だけではなく多くの

大人（組織・団体）へとつながる場とアイデアを交換しあいましょう。

紙による広報はいろいろと手を尽くしていることでしょう。声と顔での広報はいかが

ですか。パンフレットを置いていただいている所へは時々在庫の確認と「おもちゃ図書

館です」の声かけも忘れずに。組織・団体においては、人の移動があるのです。担当者

（窓口）が変わったときには、挨拶（説明）に伺うことも大切です。また組織において

は、担当者（窓口）だけが知っている場合も多いので、少し輪を広げたいですね。職場

内・部内で回覧、掲示が可能であればお願いしてみるのもよいのではないでしょうか。

関係部署以外の方に知っていただけることは、いろいろな可能性を含んでいます。

みなさんの声と顔が ＝ おもちゃ図書館 なのです

ちょこっとひとこと…

トイレの中（個室）に各種相談先の案内カードが置いてあるところもあります。

安心して、持っていけますね

おもちゃ図書館だったらどんな場所に置いたらいいかしら、

おむつ替えのベットの近くかしら・・・
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保育園・幼稚園

～おもちゃ図書館を知ってもらいたい～

おもちゃ図書館の活動を地域の様々な人に知ってもらいたいですね。普段、ネットワークは必要な
いと思うこともあるかもしれませんが、どんな場所なのか、どんな事をやっている所なのか、見えて
くると、おもちゃ図書館の紹介をしてもらえたり、逆に遊びに来た保護者やボランティアからの相談
を他の必要なところにつなげることができるかもしれません。

※子育てネットワークはあなたの地域にありますか？
ネットワークの一員として活動（会議やイベントに参加）することで、地域の子どもをとりまく

様々な課題や、お互いの情報が手に入ります。
子育てに関わるネットワーク以外にも、地域のボランティアネットワーク（ボランティア連絡会）、

おもちゃ図書館の県や市の連絡会などに参加することで、お互いの活動が見えて協力しあえることも

でてきます。

行政
・障害福祉課
・子ども福祉課等関係部署

周知、専門的な相談、補助金
・保健所…乳児検診で支援が必要
な保護者に情報提供されやすい

・療育センター…周知、相談
など

※相談内容で窓口が異なります。
また、地域によって名称が異
なります。

病院・医師・助産師
専門的相談や診断を受け
た保護者に情報提供され
やすい

他の子ども
支援団体

親の会・子ども食堂など

教育機関
（大学、高校、中学等）
ボランティアの募集派遣

青年会議所
（４０歳までの事業経
営者の団体）の地域福
祉部会

子育て
支援センター

新聞社・放送局・
地域のミニコミ紙
活動、イベント等の
お知らせ

パンフレットやチラシは
どこに置いてあったらいいと思いますか？
・会場となっている施設
・会場以外のこどものあそび場（子育て広場など）
・こども関係のイベントで配布
・社会福祉協議会
・保健所（保健センター）
・子どもに関わる部署（地域によって名称が異なる）
・児童館
・療育センター
・病院
・図書館 など

置いてもらえそうな所が
あれば、色々な場所に。
意外な場所でチラシを見て
くれることもあります。
療育機関や保健所にも周

知しておくと健診時や相談
に来た時におもちゃ図書館
を紹介してもらえる機会が
増えますね。

おもちゃ図書館

つながっておきたい
ネットワーク

社会福祉協議会・
ボランティアセンター・
市民活動センター

助成金、ボランティアの相
談、他のボランティア団体と
の連携やネットワーク作りの
活動支援

民生委員・児童委員
主任児童委員
地域とつなげる



具体的な様子
がカラーの写
真でわかりや
すい！

おもちゃの図書館全国連絡会のホームページからも、
全国のおもちゃ図書館を探すことができます

「どこで？」「いつ開館しているかな？」とホームページで情報を見る場合もありますので、チラシだ
けでなくホームページやSNS（FB、Twitter、Instagramなど）の活用も考えてみましょう！
自分たちではホームページが作れないという館は、全国連絡会のホームページから見られる簡易リンク
ページを作成できますので、全国連絡会へご相談ください。

 

浦和トイライブラリーおもちゃ箱 

浦和トイライブラリーおもちゃ箱は、昭和 58 年、障害児の

親とボランティアでスタートし、障害があっても、親子ともに

気兼ねなく遊べる場所、ほっとできる場所を目指し、つづけて

きました。 

３0 年が過ぎた現在は・・・ 

①障害児・者のための「おもちゃ図書館にこちゃん」、 

②障害があってもなくても一緒に遊ぶ未就園児まで対象の 

「にこにこ kids おもちゃ図書館」 

③障害のある成年の方とボランティアが一緒に余暇活動（カラ

オケ、ゲーム、外食等）をする「青年の集 いるか」（第 2 か

第３の日曜おおむね 11:00～15:00 プログラムにより変動

あり） 

④お母さんの談話室「毛いと玉」（手作りおもちゃやバザ

ー品作り）第 1 水曜日 10:00～15:00 

以上。４つのグループで活動しています。 

他に、夏休み企画（うたや工作）やクリスマス会なども行って

います。お気軽にお問合せ下さい♪ 

 

  

 
【開館場所】   

浦和ふれあい館 3階 

ふれあいルーム 
〒330-0061  

さいたま市浦和区常盤 9-30-22 

【開館日時・対象】 

①おもちゃ図書館にこちゃん 

対象：障害児・者とその家族 

第１・３月曜 10:00～15:00 

第４土曜 10:00～15:00 

 

②にこにこ Kids おもちゃ図書館

対象：障害があってもなくても、

未就園まで（その兄弟姉妹は

年齢を超えても参加 OK） 

第 2月曜 10:00～1４:00 

 

【最寄駅】 

JR京浜東北線 北浦和 

西口 徒歩 5分 

【利用するにあたり連絡が必

要な場合】 

なし(イベントは申し込

みが必要な場合あり) 

 

連絡先  

担当：ゆずぐち 

090-3231-5193 

 

 
 

全国のおもちゃ図書館一覧画面
簡易リンク画面

 

おもちゃ図書館 

        すてっぷ 
おもちゃ図書館すてっぷは川口市内 2 カ所の児童センターにて開館。 

「お子さんが楽しく安心して自由に遊べる」そんなおもちゃ図書館です。 

保護者の方、付き添いの方も「子どものあそび場づくり」のためにご協力を

お願いしています。 特別なプログラムはありませんので、お子さんが好きな

だけ好きなおもちゃで遊ぶことができます。                     

☆戸塚児童センターあすぱる午前の部・芝児童センター午後の部 

発達や発育、また子育て相談がある方優先の少人数制としています。

「相談機関に行くほどではないけれど・・・」というちょっとした相談をお受けし

ます。また、少ない人数でゆっくり遊ばせたいという方など。お気軽にどうぞ。 

☆芝児童センターは最後に簡単な手遊びとバルーンがあります。  

☆貸出は、芝児童センターのみお子さん一人一点  

  

 

  

 【開館場所】 

1 戸塚児童センター 

  あすぱる   

２ 芝児童センター   

【開館時間・対象】         

１ あすぱる 

毎月第 4水曜       

10:30～12:00         

13:00～15:30             

午前の部は、相談のある

方優先  午前午後とも

10か月以上のお子さん 

２ 芝児童センター                

毎月 1回金曜            

10:30～12:00  

13:00～14:30             

午後の部は、相談のある

方優先 午前午後とも 

10か月以上のお子さん 

※あすぱる・芝ともに下の

お子さんは何か月でも OK         

【最寄駅】              

１ JR東川口駅          

２ JR蕨駅            

いずれも駐車場はありません  

 

 

【利用するにあたり連絡が

必要な場合】       

 

 

 連絡先       

08055190816  (代表者）       

 

 

 

 
 

おもちゃ図書館のパンフレット

開館場所、日時、対象者などは記入してありま

すか？ホームページがあるおもちゃ図書館な

ら、QRコードも。

置く場所に合わせて、サイズなども工夫してみ

ましょう。

おもちゃ図書館活動の説明

「ごぞんじですかおもちゃ図書館」は、

おもちゃ図書館って？はじめようボラン

ティア、歴史、全国の館数など全８ペー

ジの冊子です。

必要な場合は連絡会に連絡いただければ

無料で送ります。

おもちゃ図書館のパンフレットはありますか？

色々な組織や団体に活動を知ってもらいたいという時、自分たちの活動紹介パンフレット
や広報誌などと合わせて「ごぞんじですかおもちゃ図書館」もご利用ください。
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おもちゃの図書館全国連絡会 相談事業ニュースレター

相談事業担当者より

世話人となってはじめての編集会議。どんな方とご一緒なのか 私で務まるのか ドキドキして事務所を訪問しま
した。でも、話を始めていくと共感したり参考になる話がポンポン出てきてそれぞれ事情の違いはあっても同じ思い
で繋がってる仲間なんだと嬉しい出会いの場でした。
今回の特集はいかがでしたか？ 皆さんの日々の活動の参考になればうれしいです。一歩踏み出すことはドキドキ

するけど、新しい人との嬉しい出会いが待ってるよね。そして、きっとドキドキして遊びに来てくれたママたちが
ホッとして過ごしてもらえるそんなおもちゃ図書館がもっともっと素敵に広がっていくと良いなぁと思いました。

おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」 和賀貴子 相談事業担当（青塚・岸・野口・山本・和賀）

おもちゃ図書館に遊びに来た148名にアンケートに答えていただきました。
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おもちゃ図書館を知ったきっかけはなんですか？

１位．遊びにいった人（ママ友や、家族）からのクチコミ

２位．開館場所で知った

３位．地域の広報誌を見て

アンケートを実施したおもちゃ図書館によって、開館場所、チラシの置場、ホームぺージの有無と条件も異
なるので多少回答も偏るかと思います。１位の遊びにいった人からのクチコミや、２位の開館場所で知った
という回答は多くのおもちゃ図書館に当てはまるのではないでしょうか。

設置：ボランティアグループ
開館場所 ・生涯学習センター

・児童センター
・福祉センター
・公民館
・個人宅

設置： NPO法人
開館場所・児童センター

・子育てひろば

設置＆開館場所
医療療育センター

設置:社会福祉協議会
開館場所・社会福祉協議会

・コミュニティセンター

今回のアンケート回答おもちゃ図書館のタイプ（11館）

「クチコミ」
が一番でし
た。遊びに
行って楽しい
と誘ってくれ
ますね。

外から見えて楽し
そうだったから、看
板・のぼりがでてい
る事がきっかけで
知ったなどの回答が
ありました。

広報誌は、一度出した
だけでは見逃されてしま
うこともあるので、定期
的に載せてもらえるよう
にすることも大切ですね


