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本年度も、財団法人こども未来財団からの助成を頂き大規模研修会を 5 地区で開催することになりました。
文書総会、トイ・ポスト等でご案内のように、東北・北海道・近畿・中四国・九州沖縄地区で開催いたします。
先駆けて、7 月 28 日に東北地区の研修会が石巻で開催されました。昨年３．１１の被災から１年半が過ぎま
したが、被災地の復興はまだまだです。午前中の講演は、心をいやすミュージックセラピーで、年齢も障がい
も辛さも越え、楽しいひと時を過ごし、素敵な笑顔と笑顔がつながりひとつになりました。午後は、被災され
た方からその時のお話をして頂きました。きっとお話されるのも辛かったかと思います。一人ひとり違う経験
で、大変だった事も様々でした。そのつらさを乗り越えて、その時にできることは何か、何を準備しておかな
くてはいけないのかまで考えることが出来ました。その中でも成長されたお子さんのお話に、明るい未来を感
じることが出来ました。熱中症になりそうな暑い暑い日でしたが、中身も“熱い”ものとなり、全国連絡会で
の支援活動をこれからも継続していくことを、再確認した研修会となりました。
おもちゃの図書館全国連絡会世話人代表

小泉康代

≪平成 24 年度財団法人こども未来財団子育て支援者向け研修事業≫
おもちゃ図書館ボランティア東北地区研修会「～笑顔をつなぐおもちゃ図書館～」（参加者・111 名）
日時：2012 年７月 28 日（土） 10:00～15:00
会場：宮城県立石巻支援学校
主催：財団法人こども未来財団 おもちゃの図書館全国連絡会
ワークショップ：「親子で楽しむミュージックセラピー」
講師：日本音楽療法学会認定音楽療法士 須佐凉子氏
グループセッション：「被災者から学ぶ」～障がい児の親の立場から～
①石巻市・一般の避難所へ避難した人 ②石巻市・親戚や知人を頼った人
③石巻支援学校に避難した人
④南三陸町・志津川おもちゃ図書館いそひよ関係者

午後のグループセッション

7 月 28 日、猛暑の中、先の震災で避難所にもなった石巻支援学校を会
場に東北地区研修会が開催されました。子ども未来財団の岡林さんを迎
え、午前中は須佐先生によるミュージックセラピーを全員で楽しみまし
た。一人ひとりを大切にした楽しい時間でした。午後は４グループに分
かれての「被災者から学ぶ」と題して、１年 5 ヶ月前のあの日、どうし
ていたのか、そしてあの日からの１年 5 ヶ月間の生の声を聞かせていた
だきました。仙台駅からのバスの中で聞いた、放射能の不安の福島の子
ども達の実状。また、研修会後にまわった大川小学校跡。午後のセッシ
ョンでのお話し。日曜に訪問した南三陸の海、鈴木清美さんのお話し。
どれも、何も言えない位、衝撃で、いろいろなことを考えさせられた研
修会でした。特に辛い被災経験をお話しくださった石巻、南三陸の皆さ
ん、ありがとうございました。また、遠くからご参加いただいた皆さん、
ありがとうございました。 （東北地方世話人 千葉礼子）
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2012 年 6 月 15 日（金）東京ビッグサイト７０１・７０２会議室
参加者 130 名

10:00～16:00

基調報告・講演・昼食交流会・おもちゃショー見学

「笑顔をつなぐおもちゃ図書館」
【永年活動表彰状贈呈先】
☆永年（20 年）活動を続けられている館へ
㈶日本おもちゃ図書館財団より表彰状が贈られました。
北海道小樽市

小樽おもちゃライブラリー

福島県いわき市

おもちゃライブラリーきらきら

群馬県藤岡市

おもちゃの図書館きりん

群馬県高崎市

みさとおもちゃの図書館

兵庫県播磨町

おもちゃの図書館
おもちゃルームきらきら

財）日本おもちゃ図書館財団山科理事長 と表彰をうけた皆さん

香川県観音寺市

おもちゃ図書館ちろりん村

【講演】「障がい児にとっての遊び」
講師：天野秀昭氏（大正大学人間学部人間環境学科のびのびこどもプロダクトコース特命教授）

講師の天野秀昭氏

【講演を聞いて】
＊おもちゃの図書館全国連絡会では、ボランティア活動に携わる皆
さんと共に、活動をよりよいものとするためにも、いろいろな分野
の方からお話しを聞き、学びを深めていきたいと考えています。天
野先生は、「子どもが遊ぶこと」そのものの価値を大切に考え、高
め、また冒険遊び場やプレーパーク等、そして被災地域における遊
び場の実践をしていらっしゃるということで、「子どもと遊び」の
原点について、学ぶことができました。
【アンケートより】
＊先生のお話は障がい児だけでなく、ふつうの子どもにとっても同
じように考えていける話だと思い参考になりました。
＊先生の「遊びの本質」をついたリアリティある講演は非常に面白
く、障がい児の遊びに対する考え方について参考になりました。

【交流会】
昨年に引き続き、今年も交流会を開催しました！
←お昼のお弁当も含めて、席
決めはくじ引きできめ、グル
ープに分かれて交流会を開
催しました。自己紹介、活動
の報告など各テーブルごと
に楽しく進みました。「交流
の大切さを感じました」との
感想もいただきました。

☆来年は、アジア会議が開催されます☆
テーマ「PLAY IS LIFE」
（あそびは生きる力）
＊第 4 回おもちゃ図書館アジア会議～おもちゃ
の図書館全国連絡会設立 30 周年記念～が来年開
催されます。要綱の発送、参加申し込み開始は来
年 1 月頃になります。
【会議日程】 平成 25 年
6 月 13 日（木）～15 日（土）
【開催場所】
国立オリンピックセンター記念青少年総合せ
ンター、おもちゃショー2013 他
6 月 13 日（木）開会式、講演、
カントリーレポート
6 月 14 日（金）スタディツアー
（都内２カ所、おもちゃショー見学）
6 月 15 日（土）閉会式、
ワールドプレイデー

→最後は World Play Day（あ
そびの日）推進の一環とし
て、会場の皆さんと
WorldPlayDay ソングを歌い
ました！
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201２年 6 月１４日（木）～１７日（日）

㈶日本おもちゃ図書館財団展示ブース

たくさんのおもちゃをいただきました。
ありがとうございました！
おもちゃショー終了後、おもちゃメーカーの皆様より
展示品等多くのおもちゃを寄附していただきました。文
書総会の際のアンケートに基づき、全国のおもちゃ図書
館へ発送させていただきました。
【おもちゃを寄贈していただきました】順不同敬称略
㈱トイカード ㈱学研ステイフル ㈱ジョイパレット

今年もおもちゃショーはとても賑やか

コンビ㈱

プラントイジャパン㈱

でした、ブースに立ち寄って下さるお客様、

イワヤ㈱

また遊びに夢中になるお子さん達。最新の

㈱エポック

おもちゃ情報を得たり、イベントを楽しん

（社）日本玩具協会

㈱ニチガンオリジナル

㈱アガツマ

㈱タカラトミー

㈱トイコー

㈱バンダイ

だり・・・わくわくした気分になりました。

「支えられて」

北海道

小樽おもちゃライブラリー

代表 土屋淑子

平成 3 年 6 月 1 日に開館した小樽おもちゃライブラリーの設立は、その前年の 7 月に札幌のおもちゃライブ
ラリーの方々に「作りませんか」と声をかけられたのがきっかけでした。
北海道共同募金会から開設時のおもちゃの購入助成金と毎年の活動助成金を、また賛助会員さんからも毎年
支援をいただいて運営することができています。
布のおもちゃは市内のボランティアグループに作成・修理をすべてお願いしています。場所は、社会福祉協
議会の分室から市内の障がい者施設へ、そして現在は福祉センターへと移り活動しています。ボランティアに
は高校生もいて、子ども達だけではなく大人にとっても活動の中で大切な存在です。
振り返ってみますと、20 年という歳月、いつも本当に多くの皆様に支えられてきたことを改めて感じ、感謝
しております。

「活動二十周年をむかえて」

佐賀県

おもちゃ図書館おとぎのくに「よか！くらぶ」
満野厚美

平成五年二月、市の障害児通園保育「ひまわり園」の母親と、一般公募の様々なキャラクター４０名でのス
タートでした。毎日の開館、子供の障害に応じた遊具作り、ジェリービーンスイッチ等の研修会、市民をも対
象にした餅つき大会、バスハイク、瑞宝太鼓の演奏会、バルーンの係留飛行、資金作り等々、皆がパワフルに
動き回っていた様に思います。
開設から二十年、活動を支え繋いでくれた岡本前代表の死は、この上もない悲しみでしたが、今は、小松代
表の下、街中での開館と共に、「おとぎにくに」で育った子等も参加してのレジャー支援を始めとする「よか
くらぶ」の活動がなされています。社会状況の変化に伴いおもちゃ図書館の役割も多様化する中、これからも、
障害のある人も無い人も、同じ会員として、色々な事に挑戦出来るおもちゃ図書館でありたいと願っています。
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「２０周年を迎えて」

福島県 おもちゃライブラリーきらきら

大竹恵子

このたびは、「おもちゃ図書館」永年開館の表彰をいただきとても光栄に思っております。ありがとうござ
いました。また私たちの「おもちゃ図書館」はいわき市にあり、東日本大震災において被害は少なからずあり
ました。一年半が過ぎましたが これまでに全国からのたくさんのご寄付をいただき、自分たちの建物の修繕
ができ、放射能の不安は小さい子どもたちや親にいつもつきまとってはおりますがやっと日常がもどってきて
います。しかし近くに避難者受け入れ仮設住宅がある地域でもあるので、帰れない人々の支援にも目を向け（ま
ず今は出前絵本貸し出しをしています。）一緒にがんばっていこうと努力しております。
二十年前、いわき市より保育所跡の建物を「手をつなぐ親の会」にまかされ、広いお遊戯室、おもちゃもた
くさん置けるスペースがある理想的な環境で開館しました。親子遊びのクラブ活動を盛んに行い地域に親しま
れて十数年。変化があったのは５年ほど前、自立支援法の障がい者施設になったときです。改築もあり、おも
ちゃ図書館のスペースが縮小し、スタッフも大人の施設利用者の支援に忙しくなり 今まで通りの活動ができ
なくなる転機を迎えました。しかし、毎日通所してくる大人の利用者がこのおもちゃの財産を、有効に、リハ
ビリなどに活用できるようなりました。また、そこに大人の障がい者が居ることが、遊びに来る小さな子ども
たちに大きなプラスとなっていることは言うまでもありません。さらに障がい者の彼らにもできるボランテイ
ア活動にも発展してきています。また場所が狭くなった事で、外へ
向かっての活動も。長年、保育所や幼稚園への読み聞かせ、人形劇
をしているグループが、手作りのエプロンシアター、人形やパネル
シアターなどの小道具をここ、図書館に所蔵してもらい、練習場の
提供を含めてそのボランテイアを続けていける機会とできたこと
は、大変うれしい共同活動になっています。
この「おもちゃライブラリーきらきら」は、場所も人もすべてボ
ランテイアで成り立っています。ちいさな活動を積み重ねている小
さな図書館ですがみんなの笑顔に支えられ、できることを地道にこ
れからもがんばっていきたいと思っております。

「２０周年を迎えて」

香川県

おもちゃ図書館ちろりん村

村長 吉田千恵子

私たちの活動が早二十年を迎えると聞いて、まず感慨深いことは、あの当時の子どもたちが２０歳を超した
大人に成長しているのか・・・、と同時に私たちボランティアスタッフも、気持ちは当時のままだけど八十路
に近くなってしまったと言うことです。
平成４年、障がい児と健常児の居場所づくりとして始めたおもちゃ図書館、当時はまだ障がいをもった子ど
も達は思いっきり遊べる場所がありませんでした。保育園の空き部屋を貸していただき、市民の方から多くの
玩具の寄付と、日本おもちゃ図書館財団からの助成で木の玩具を揃え始めました。玩具を修理するボランティ
アの参加や、子どもとのふれあいが分からないお父さんの参加、数年間毎月おやつを差し入れしてくれる企業
もありました。イベントがあると、出張おもちゃ図書館をして障がいのある多くの子ども達とも遊びました。
今は平均５家族程度が参加し細々と続いていますが、常に子どもたち、お母さんとスタッフ共に心の通いあっ
た中身の濃いどこにも負けない居場所だと自信をもっております。
部屋に入ってきて私たちの姿を見てにっこり笑う子ども、小学生に
なっても私たちの膝に座る子ども、難しい折り紙を私たちに丁寧に教
えてくれる子ども、スケートボードが乗れるようになったと見せてく
れる子ども、それは全くの家庭であり家族であると感じます。
しかしここまで来られたのは、素晴らしい環境をお貸し下さってい
る観音寺中部保育園、そして手助け下さった観音寺市社会福祉協議会
のおかげです。心よりお礼申し上げます。そして二十周年を期に、新
たな気持ちで安心して遊べるおもちゃ図書館を目指して歩み続けた
いと思っております。
「20 周年おめでとう」のメッセージを手に
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「おもちゃの図書館きりん２０周年に寄せて

群馬県

おもちゃの図書館きりん

初めに、おもちゃの図書館きりんが、今年２０周年を迎えることが出来ました事を心より感謝し、お力を下
さった多くの方々や支えて下さった全国連絡会の方々にお礼申しあげます。きりん誕生にはひとりの母親の
並々ならぬ働きがありました。その頃、地域には、育てるのが困難な子ども達を遊ばせたり、お互いに悩みを
話し合ったり出来る場がなく、自由に連れていける所と言えば病院とスーパーだけ、それも静かにさせるのが
精一杯で、人目を気にせず遊んだり喋ったり出来る場所が欲しいと切望していました。その様な折に、おもち
ゃの図書館の事を聞いて、私達の町にも作りたいと、同じ思いの親達と共に、各学校を回り、知人友人の署名
を集めに奔走し地域と行政を動かして、１９９２年１０月に実現したのです。関わった一人として、オープニ
ングの時は本当に嬉しく、発足当時は８所帯の参加であったのが、あっと言う間に３０所帯に増え、ボランテ
ィアさんも次々に名乗りを上げて、かなり広い保健センター健診室が狭く感じられる程でした 。あれから２０
年、その間は、やはり色んなことがありました。中でも大きな出来事としては、ＮＰＯ法人取得でしょう。開
館から１０年経た頃、会員の７割近くが中学生以上となり、親達の思いは将来のことに向けられ、就労や子ど
も達の居場所の事を考えて土地を探したり、仕事内容を見つけたり等動き始め、丁度、世の中の流れが市民活
動からＮＰＯへ動き、きりんも子ども達の将来を考えて、県主催のＮＰＯ法人取得の為の学習会参加をきっか
けに、子ども達の地域の中での居場所作りを目的にＮＰＯ法人取得に動き、２００５年に認可を得ました。し
かし、様々な考え方の違いから、残念な事におもちゃの図書館きりんを立ち上げた中心メンバーの脱会という
辛い事態となり、一時はおもちゃの図書館活動あわやとなり、しばらく低迷状態が続きましたが、現在は再び
意志を受け継いだ親達によって見事に支られています。ＮＰＯ法人ぽけっとの一端を担いながら、会計的には
独立した事業として、その活動は行政や地域にも大きく評価され、親達の親睦、交流の場となり子育ての拠点
としてなくてはならない存在となっています。（川上 昭子）
私が、２０周年の歴史の中では、関わってきた歳月も重みも違
います。今があるのは「この子の居場所を作ってあげたい」とい
う親達、ボランティアさんの協力が、思いが、あっての事だと思
います。今も昔も変わってはいけないものもあるのかも知れませ
ん。ただ、私が思うのは、「この場所に来ることで、親もこども
も安心できて、気持ちもおだやかでいられる場所で、今後もあっ
て欲しいと思う事と継続していかなくてはならない」ということ
です。（代表 関 博美）
バス旅行（8 月 1 日）クローネンベルクにて

「子どもの笑顔は高齢者の元気の源！」

熊本県

おもちゃ図書館てんじゅえん
廣木咲八

平成４年１１月１２日に特別養護老人ホーム内に開設されたおもちゃ図書館てんじゅえんは今年で２０周年を
迎えます。２０年の間時代も流れ、いろいろな事が変わっていく中、子どもの笑顔・声が高齢者の元気の源に
なっているのはいままでもこれからも変わらないものだと日々感じ
ます。子どもたちが園内を駆け回る足音、元気な笑い声、その音と声
が聞こえた瞬間、いままで口を閉ざしていた高齢者が「こっちにおい
で」と優しく声をかけ、手をさしのべ、笑顔になる。子どものパワー
は高齢者にとってどんな薬より特効薬です。高齢者が笑顔で子どもに
語りかける姿にお母さんたちからまた笑顔がこぼれる。そんなすてき
な連鎖を少しずつ少しずつ重ね、地域の方々に支えられながら今日に
いたっていること感謝の気持ちでいっぱいです。これからもたくさん
の笑顔をもっともっと増やしていけるよう活動を行っていきたいと
みんなが大好きなボランティアさんによる
思います。
絵本の読み聞かせ

５

～東日本大震災 支援活動プロジェクト～
さくら通りだより
おもちゃ図書館
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仲間の皆様へ

おもちゃの図書館全国連絡会
被災地の復興はまだまだこれからで、この先も息の長い活動が必要と考えています。また、日本
各地では、大雨などの自然災害による甚大な被害が多発し、多くのボランティアが必要とされてい
ます。被災地域での子ども達の遊ぶ場所、障がいのある子ども達も安心して過ごせる場所づくりの
お手伝いができるよう、連絡会では続けて支援活動に取り組んでいきたいと思います。引き続き、
支援活動へのご協力よろしくお願いいたします。

１ 支援の内容について ≪大きく二つの支援を柱とします≫
Ⅰ 被災地域のおもちゃ図書館への復興支援・新規開設支援
Ⅱ 被災地域において障がいのある子ども達も安心して遊べる場所作り（移動おもちゃ図書館開催）
２ 支援金について
＊皆様からの支援金
９月 1 日現在 合計 241 件 3,379,289 円
＊共同募金会より活動支援金
3,000,000 円決定しました。
＊住友ゴムＣＳＲ活動基金
200,000 円いただきました。
３

活動報告
①6 月 23 日（土） 志津川おもちゃ図書館いそひよへ
24 日（日） 南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館

②7 月 25 日（水）

福島県立聾学校福島分校サマースクールにて移動おもちゃ図書館
わんわん学童保育訪問
26 日（木） 石巻市かもめ学園にて移動おもちゃ図書館
③7 月 29 日（日） 南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館
石巻市＆南三陸町福興市バスツアー実施（参加者：２０名）
④8 月 26 日（日） 南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館

福島県立聾学校福島分校サマースクール

手作りおもちゃが人気でした！

7 月 29 日南三陸町 さんさん商店街にて
暑い暑い一日でした！

４

今後の予定
9月
南三陸町福興市参加（めだかおもちゃ図書館）
9月
福島市にて移動おもちゃ図書館
１０月
岩手県内にて移動支援活動（中士幌おもちゃ図書館ぱんぷきん）
【震災支援金の口座】

お願い

＊被災地域等や避難先で移動おもちゃ図書館を開
いた、または開こうとするところは事務局へご連
絡下さい。
トイ・ポストで紹介、また使用するおもちゃやお
土産用おもちゃなどの用意があります。

６

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
(口座番号) 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

ＮＯ．７０２ しゃりっこおもちゃ館 （千葉県市川市）
こんにちは。市川のしゃりっこおもちゃ館です。昨年秋に地元の NPO と障害をもつ子の親たちで再スタート
しました。障害をもつ子ども達への社会資源はこの 10 年で各段に増え
ましたが、ここはお母さんを支える場所でもありたいと願っています。
おもちゃ図書館の理念の一つに「お母さんをひとりぼっちにしない」と
いうのがありましたね。ここは、地域のすべての子ども達に開かれてい
ますし、疲れたお母さんたちの実家のような所になれるといいなと思っ
ています。CAFÉ も併設していますので、お母さんたちはコーヒーでも飲
みながらほっくりして欲しいと願っています。
（しゃりっこおもちゃ館

西宮敬子）

ＮＯ．７０３ おもちゃ図書館港南ひまわり （神奈川県横浜市）
おもちゃ図書館港南ひまわりは、横浜市港南区に４月２７日にオープンした社会福祉法人愛幸会「港南ひま
わり保育園」の中で同時スタートしました。施設長は横浜市立の保育園園長を１２年間。その後、平成１８年
から社会福祉法人の保育園を立ち上げたい方に依頼され、この法人に民間移管園を含め６年間勤務しました。
最後に、保育人生の集大成と考え、自身の社会福祉法人を立ち上げることになりました。横浜市立保育園時代
から統合保育の良さと成果を知っていたので、すぐにおもちゃ図書館に加盟しました。まだ、参加人数は少な
いですが、これから地域に根を張って子どもたちのために役に立ちたい。
利用している子どもたちは、玩具やボランティア職員、仲間とのふれあ
いを通して楽しんでいる姿を見て喜んでおります。安全でゆったりした
環境の中で、子どもたちがのびのびと自分を出して遊んでくれることが
何より嬉しいです。また、親御さんが気兼ねなく過ごせる場になってほ
しいと願っております。ボランティア職員は保育の経験を積んでいるの
で子育てについて何でも聞いてください。これから一歩一歩地域ととも
に歩んでまいりたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします。 （おもちゃ図書館港南ひまわり 伊藤幸子）

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:０３-３２７２-００７２

豪雨、土砂崩れ、浸水と自然の脅威に驚かされた今夏でした。災害地のおもちゃ図書館に状況を問い合わ
せましたら、皆さん元気に頑張っている様子にホッと致しました。しかし一方で、震災の影響で開館場所が
固定出来ず、そのうえに災害が続き、子ども達が来なくなり、とりあえず休館して様子を見たい等の問い合
わせもありました。
又こんな心温まるお話に出会い感動いたしました。「東日本大震災を少し忘れかけてきている。それでは
いけない」と、障がいを持つ青年が、自分の給料（不足分は母負担）で震災で避難している人のために励ま
しの横断幕を作りプレゼント。受け取った方から「シルバーの年齢になりましたが全身がふるえる思いで感
激でした」といわれたそうです。人の暖かさ、優しさを感じます。

７

（松原）

インフォメーション
☆各地区の研修会についてお知らせ☆
㈶こども未来財団より助成金をいただき、各地区で「子育て支援者向け研修事業」の中で、研修会を開催
いたします。各研修会の要綱は詳細が決定次第お伝えします。（ＨＰからもダウンロードできます）

☆平成２４年度（財）子ども未来財団子育て支援者向け研修事業・大規模研修会
開催地区

開催場所・会場

開催日

北海道

北海道・札幌市

札幌市社会福祉総合センター

2012 年

９月 30 日（日）

近畿

大阪府・大阪市

ＣＩＶＩ新大阪研修センター

〃

10 月 28 日（日）

九州・沖縄

福岡県・大野城市

大野城市総合福祉センター

〃

11 月 11 日（日）

中国・四国 愛媛県・西条市
西条市総合福祉センター
2013 年 １月 27 日（日）
※北海道地区・近畿地区については現在参加者を募集しています。皆様のご参加お待ちしています。

☆おもちゃ図書館オリジナルグッズの販売☆
＊オリジナルＴシャツ（１枚 1500 円・コットンバッグ 1 枚 300 円）
を販売しています。活動に、イベントにどうぞ活用下さい！
（ピンク、ブルー各Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＸＬ）
＊箕田先生のポストカード（子どもの四季・４枚セット２００円）
もあります。
※申し込み、お問い合わせは全国連絡会事務局まで
ＨＰからも申込書がダウンロードできます。

新入会員のご紹介
≪NO.７１１≫ 京都府

わづかおもちゃ図書館

≪NO.７１２≫ 静岡県

しみずおもちゃ図書館

≪NO.７１３≫ 東京都

子育て交流ひろば

≪NO.７１４≫ 福島県

おもちゃ図書館紙ふうせん

立川おもちゃ図書館ぱれっと

☆寄付金ありがとうございました。（敬称略・順不同）
大貫輝子

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同）
山下和子 千葉礼子 清水洽子
札幌発寒おもちゃライブラリー
おもちゃ図書館あいあいらんど

高橋登美子 峯島紀子 代田おもちゃライブラリー
新宿おもちゃの図書館あいじえん 出雲ふれあいおもちゃ図書館
おもちゃライブラリーがんこっこ

☆おもちゃをいただきました（敬称略・順不同）
よこはま布えほんぐるーぷ

☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
山下和子

奥野智恵子

藤井やゑ子

匿名

☆震災支援におもちゃ（手作りおもちゃを含む）をいただきました（敬称略・順不同）
つくば市おもちゃライブラリーさくらんぼ
おもちゃライブラリーはばたき

布のおもちゃ作りボランティアほたる

＜編集後記＞
空の色に秋の深まりを感じる中、皆様いかがおすごしでしょうか。６月の天野先生の講演(「おもちゃの図書
館ボランティアの集い」にて)、７月の東北地区研修会の熱気、各地のおもちゃ図書館からの活動のおたより
などに、全国連絡会・世話人一同、日々、元気をいただいています。遊びを通じて子ども達はじめ、地域の方々
を支援したいという願いと意欲は、おもちゃ図書館共通のものなのだ、と改めて感じます。災害支援への活動
助成金にもお申し込みが来始めていますので、ご計画中の方はお早めに事務局にご相談ください。トイ・ポス
トでは各種研修会や支援に関するお知らせ、来年 7 月開催予定のアジア会議の推移などをお伝えしますので、
どうぞご一読ください。皆様からのおたよりもお待ちしています！（藤井・安達・岸・隅田）

８

