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平成２５年度、皆様のご承認を頂き、世話人の互選により世話人代表をお引き受けする事になりまし

（№６６）

た。よろしくお願い申し上げます。

「あそびは生きる力」をテーマに第４回おもちゃの図書館アジア会議が、６月１３日から開催されま
す。おもちゃの図書館全国連絡会設立３０周年に当たり、アジア会議を記念事業とさせて頂きます。例
年開催しております、全国ボランティアの集いも会議の中で行います。日本の仲間のみでなくアジアの
おもちゃ図書館の仲間とともに、交流し情報交換をし、絆を深めて参りましょう。
被災地支援活動も継続して参ります。内容につきましては、地元の方とよく相談をして必要とされる
内容にして参ります。「忘れない」そのために、継続して行く事が大切と考えています。
事業計画の通り、いろいろな団体からご支援や助成を頂きながら、各地のおもちゃ図書館の活動が増々
活発になることを願って事業を進めさせて頂きます。社会の変化とともに、全国連絡会の活動も変化し
なければならない事も多くございますが、全国のおもちゃ図書館活動の応援団であることは変わりませ
ん。皆様の、お知恵、お力をお借りしながら、努めてまいります。よろしくお願い申し上げます。
（おもちゃの図書館全国連絡会世話人代表

小泉康代）

平成２５年度事業計画
１．おもちゃの図書館全国連絡会総会の開催
２．災害被災地とその子どもたちへの支援
３．おもちゃの図書館全国情報紙「トイ・ポスト」の発行
４．地区アドバイザーを置く
５．おもちゃ図書館相談事業
６．TOY らいぶらりあん（ボランティアリーダー）養成講座の実施
７．おもちゃの図書館全国連絡会設立 30 周年記念 第４回おもちゃの図書館アジア会議の開催
８．ミ二学習会の開催
９．世話人会の開催
10．「第２２回全国ボランティアフェスティバル高知」への参加
11．World Play Day （あそびの日）の推進
12．「広がれボランティアの輪」連絡会議への参加
13．地区研修会の開催
14．共催事業
おもちゃ広場の実施（財団法人日本おもちゃ図書館財団と共催）
15．事業協力
財団法人日本おもちゃ図書館財団事業への協力
16．おもちゃの図書館全国連絡会法人化への準備
17．その他 １）おもちゃ図書館への講師派遣・推薦 ２）国際トイライブラリー活動への協力
３）関係団体等の連絡調整及び協力 ４）各種マスコミへの協力 ５）寄贈事業
６）物品販売 ７）おもちゃ図書館活動推進のために必要な事業

１

平成２５年度世話人・会計監事・顧問・相談役
平成２５年度おもちゃの図書館全国連絡会の総会が文書で行われ、承認されました。以下の方達が世話人、監事と
してこの 1 年の運営を行います。どうぞよろしくお願いします。また、顧問、相談役を下記の方々にお願い致しました。

地 区
北海道

芦野 啓子

函館おもちゃライブラリー（北海道）
北区おもちゃ図書館（札幌市）

東北

菅野 龍夫
千葉 礼子
鈴木 清美

志津川町おもちゃの図書館いそひよ（宮城県）

鈴木多恵子

柏おもちゃ図書館かたつむり（千葉県）

今井 昌子

塩尻おもちゃ図書館（長野県）

高村 豊

名古屋中村おもちゃ図書館（名古屋市）

近藤 恭弘

菰野おもちゃ図書館ハッピー（三重県）

保井 五雄

おもちゃ図書館どろんこ（滋賀県）

西出 明

南海学園おもちゃライブラリー（大阪府）

岸本 理香
松山 明子

なぎおもちゃの図書館ひよこ（岡山県）

地

方

世

関東
東海・北陸
近畿

話

人

中国・四国
九州・沖縄

氏 名

森

所属おもちゃ図書館名

ひかりおもちゃ図書館(仙台市）

世話人副代表

新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ（愛媛県）

敏江

おもちゃの図書館あいあい（福岡県）

篠原 敬子

おもちゃの家でんでんむし（福岡県）
戸田市おもちゃ図書館グループびっくり箱

事

青塚 和子
浅野 芳明

務

安達 恵

局

岸 節子
小泉 康代

世
話
人

事務局長

荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン
おもちゃ図書館あそびむし

相談員

佐倉おもちゃ図書館

世話人代表

浦和トイライブラリーおもちゃ箱

鈴木 訪子

荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン

隅田ひとみ
園山 裕子

すてっぷおもちゃライブラリー

藤井 美里

吉祥寺おもちゃ図書館 mini

よこはま布えほんぐるーぷ

松原 ミチ

相談員

新宿おもちゃの図書館あいじえん

峯島 紀子

世話人副代表

新宿おもちゃの図書館あいじえん

箭内 貴史

こばとおもちゃのとしょかん

山本 文子

すみだおもちゃ図書館

会 計 監 事

川上 昭子

おもちゃの図書館きりん（群馬県）
おもちゃライブラリーさくらんぼ（茨城県）

顧問

柘植 法子
山下 敏夫

相
談
役

めだかおもちゃ図書館（埼玉県）

氏 名
阿部 志郎

所

属

横須賀基督教社会館会長

小島 セツ子

東京都社会福祉協議会特別研究員

児玉 和夫

堺市立重症心身障害者（児）支援センター ベルデさかい センター長

中邑 賢龍

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

和田 敏明

ルーテル学院大学 大学院 総合人間学研究科 社会福祉学専攻主任 教授

繁成 剛

東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授

神奈川県立保健福祉大学名誉学長

２

平成２５年度地区アドバイザー
地方世話人が各地区 2 名おりますが、各地区のおもちゃ図書館の状況をさらにきめ細かく共有するために、
平成 21 年度より地区アドバイザーを設け、全国各地の情報発信・受信の役割を担っていただくことにいたしまし
た。今年度は下記の皆様に委嘱いたしました。よろしくお願いします。
氏 名

所

属

嶋田 修

北海道

厚別おもちゃ図書館

片桐 貞子

秋田県

グリーンローズおもちゃライブラリー

清水 洽子

東京都

代田おもちゃライブラリー

齋藤 勝子

東京都

おもちゃ図書館ピコ

中嶋 武子

神奈川県

いずみ会館おもちゃ図書館

加々本 佐知子

岐阜県

南濃おもちゃ図書館 とろーる

宇井 真理子

石川県

小松おもちゃ図書館 サン・アビ

伊藤 年真

愛知県

大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ

榊原かず子

滋賀県

近江八幡市おもちゃ図書館 宙

弘津 憲子

島根県

ますだおもちゃの図書館

朝川 修子

広島県

福山おもちゃ図書館

比嘉 甚夫

沖縄県

おもちゃ図書館ペンギン村

平成２５年度 おもちゃの図書館全国連絡会文書総会 意見開陳書より
質問

TOY らいぶらりあん（ボランティアリーダー）養成講座初級にあたる内容を、こども未来

財団助成金事業で実施、中国四国地区、九州沖縄地区研修会で実施されていますが、近畿地方な
ど他の場所（東京以外）で開催されることはあるのでしょうか？
回答

東京以外での開催についても、検討してまいります。

質問

文書総会内容についての、各おもちゃ図書館からの意見、質問はどのくらいあるのでしょ

うか。またその意見、質問、回答について他のおもちゃ図書館へ知らされているのでしょうか。
回答

例年、ご意見を頂くのは５～６件になります。毎年総会後のトイポストに、このようなご

意見がございましたと必要に応じて載せさせて頂いております。「おもちゃの図書館全国連絡会」
は、情報をできるだけ公開することによって会員の皆さまはじめ市民の方々の信頼を得て、皆さ
まから育てられるべきであると考えています。開示請求をいただいた場合は、ご本人の了解を得
て開示いたしますが、情報公開のシステムについては、今後法人化へ向けての課題だと考えてお
ります。

３

特集

おもちゃの図書館全国連絡会開設から 30 年が過ぎ、おもちゃ図書館活動を休止したり
継続が難しいと悩む館もある一方で、毎年、嬉しいことに新しい仲間も必ず加わって、
その広がりは続いています。社会情勢、そして子育てや障がい児者を取り巻く制度や環
境が変わっても、変わらずに「おもちゃ」を通じて繋がりあえるなにかがここにはある
のですね。新しいおもちゃ図書館の「活動立ち上げ」への想いや願いから学ぶことはた
くさんあります。今回は、昨年度入会９館の中から 4 館をご紹介いたします。

ＮＯ．７１０ おもちゃ図書館ずんだっこ （宮城県仙台市）
市名坂東町内会は設立 5 年目（加入数 130 世帯）の、仙台市で唯一役員全員が女性で構成されている町
内会である。明るく元気な女性の視点を生かし、「おもちゃ図書館ずんだっこ」も運営している。
東日本大震災を経験し、様々な課題がある中で、転勤族で親戚もいない、未就学児を持つ若い母子をど
う支援すべきかを考慮し、平成 23 年 11 月から集会所を開放して週 1 回 2 時間、また月 1 回は児童館より
保育士を招いて育児相談も実施している。そして、常時 5～8 組の母子が参加し、役員はお世話係として貴
団体より頂いたおもちゃ、絵本で楽しい時間を過ごしてもらっている。このようなことを通して、より深
く、コミュニケーションを図ることにより、子育ての話はもちろんのこと、故郷の話、そして災害時には
どうすべきかといった具体的な話をし、育児支援をしながら私たち役
員も大変勉強させて頂いているのが今現在の実情である。そして、一
人で悩まないで、孤独にならないで、そして締めくくりは災害が起き
たらこの集会所に集まるんだよ！と、一人でも多くの母子が参加出来
るよう、安心で優しい街づくりを目指しながら邁進しているところで
ある。ちなみに、「ずんだっこ」とは、枝豆をすりつぶしたものに砂
糖を加えたもので、佳き日に食する郷土料理です。おいしいですよ。
（おもちゃ図書館ずんだっこ代表

市名坂東町内会会長

草貴子）

ＮＯ．７１１ わづかおもちゃ図書館 （京都府和束町）
和束町は京都府南部に位置する人口約４，５００人の町で、少子化と点在する集落の中で気軽に子どもたち
が集まって遊べる場所がほとんどありませんでした。
「わづかおもちゃ図書館」は、就学前の幼児や障害児の親子がおもちゃで遊んだり交流を図る場所を提供す
るため、町立和束保育園の余裕保育室を活用して平成２４年５月にオープンしました。毎週土曜日、午前１０
時から正午まで開館しており、木製のおもちゃや知育玩具、ボールプー
ルなど約６０種類のおもちゃで遊ぶことができます。５月１８日には開
館１周年記念イベントを開催しました。訪れた１７組の親子は常設のお
もちゃのほか、グライダーや万華鏡を一緒につくって楽しい時間を過ご
されました。「わづかおもちゃ図書館」はもっと多くの親子に利用して
もらうため、このようなイベントを増やしていきたいと考えています。
（和束町福祉課

４

中尾政弘）

ＮＯ．７１２ しみずおもちゃ図書館 （静岡県静岡市）
しみずおもちゃ図書館は昭和 59 年に開設された、ハンディのある子もない子もおもちゃを通じて交流でき
る遊び場です。加えて、子ども同士の交流はもちろん、親子の交流の場、親同士の交流の場でもあります。平
成 11 年に現在のはーとぴあ清水へ移り、毎日１０時～１５時に開館しています（第１金曜、第３日曜、祝日は
休館）。館内には木のおもちゃや、手作りのふわふわ布絵本や紙芝居もあります。たくさんあるおもちゃで遊
んだり、気に入ったおもちゃを借りてお家でゆっくり遊ぶこともでき
ます。さらに、毎月第 4 日曜にはおもちゃの修理をしてくれる「おも
ちゃ病院」も開催しています。
また、子どもの創造力を高めるために大きなおもちゃで体をつかっ
て遊ぶ『Big おもちゃ図書館』、入院中の子の為に定期的に『移動お
もちゃ図書館』、『クリスマス会』などのイベントも行っています。
（しみずおもちゃ図書館

中川智子）

ＮＯ．７１３ 子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと （東京都立川市）
『地域のみんなで、子育てしましょう！』をスローガンに、平成 24 年 11 月にオープンしました。
子どもたちには、安心して、のんびり育ってほしい。お母さんたちにも、安心して子育てを楽しんでほしい。
そのためには、地域に安心できる場所がほしいと、考えていました。今まで集える場がなかったということ
もあり、昨年のクリスマス会（3 回目）はロビーいっぱいの親子で、私たちも、嬉しい悲鳴と共に、士気も
あがりました。ぱれっとでは「みんなちがって、みんないい」の気持ちで、ゆったりと
した時を過ごしてもらい、ほっとな居場所、そしてこの街を大好きになっ
ていくことを願い、スタッフ一同も日々勉強しながら、どんな色のお友達
に出会えるか、とっても楽しみです。
来館時は、少々ブルーでも、帰りにはみんなスカイブルーで「さような
ら！またねー」を目指して！！
（子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと

【寄稿】

～

代表

西村紀美）

ようこそ！おもちゃ図書館へ

～

代田おもちゃライブラリー
おもちゃの図書館全国連絡会

地区アドバイザー
清水

洽子

おもちゃ図書館の活動が始まって 30 年になります。先駆的なこの活動は現在の子育て支援の「ひ
ろば」のモデルになっているとも言われています。活動開始当時は、障がいのある子どもの全員就
学が始まったばかりで、在宅の子どもも多くいました。そのような社会状況の中で、障がいがある
ため自由に遊べない子どもたちがいることに気付いた人々が、それぞれの地域で思い思いにおもち
ゃ図書館を始めたのです。個人やグループ、又はいろいろな団体が次々と活動をしながら互いに情
報を交換し、試行錯誤しながら今に至っています。現在は障がいのある子もない子も一緒に遊べる
おもちゃ図書館へとかわってきていますが、子どもの笑顔を大切にしながらこれからも地域社会の
変化に応じて柔軟に進んでいくことでしょう。
新しくおもちゃの図書館全国連絡会に入会なさった館は、各地域のニーズの中から生まれてきた
と思われます。子どもたちの輝く笑顔のために仲間として一緒に活動を進めていきましょう。

５

【主催：財団法人日本おもちゃ図書館財団】
兵庫県三田市にあるイオンモール神戸北様より「おもちゃ広場」に
ついての問い合わせをいただいたことがきっかけで、（財）日本お
もちゃ図書館財団主催、兵庫県おもちゃライブラリー連絡会のみな
さん、三田市社会福祉協議会のご協力のもと、同イオンホールにて
3 月 30 日（土）31 日（日）（両日とも 12：00～15：00）「おもち
ゃ広場」を開催しました。大勢の親子連れが来場し、ひろ～いホー
ルの中、たくさんのおもちゃを広げてゆったりと遊ぶことができ、
イオンモールの担当者様からは、「今後もぜひ継続して欲しい」と
お話がありました。来年も 3 月に開催予定です。
（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。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。

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
FAX：03－5299－9011

新年度が始まりました。相談員として今年度も皆さんのお役に立てるよう努力していきたいと思
っています。
おもちゃ修理に関する、専門的な質問がありましたのでご紹介します。
「市販されている接着剤ではつかない フッ素樹脂の素材をしっかり接着するには？」
「ままごとの‘切れる果物や野菜’など（プラスチック製）の両面テープがとれてしまった時に、
よりしっかりと付く接着材はありますか？」（一度は付いてもすぐとれてしまうそうです）
経験に基づいた回答をお持ちの方、メールかファクスで事務局までお送り下さい。同様に「全国の
仲間に聞いてみたい事」もお待ちしています。
相談員コーナーが、おもちゃ図書館のボランティアが楽しく長く続くことを支え合う一助になれ
たら嬉しく思います。よろしくお願いいたします。

６

今年度、このコーナーでは全国の皆様からの「おもちゃ」に関するお便りをご紹介します！
おもちゃ図書館で人気のおもちゃ、好評手作りおもちゃ、貸し出し数ナンバー１おもちゃ、
長年愛されているおもちゃ、オリジナルおもちゃ・・・など。いろいろなおもちゃをご紹介
していきたいと思います。

≪おもちゃ名≫

コリントゲーム

おもちゃ図書館あそびむし（東京）
２５年以上前のおもちゃで、来館したお子さんが必ず
一度は遊ぶおもちゃです。
たて９３cm、横４８cm、バネ仕掛けの棒でボール
を突くとベルを鳴らしながらボールが転がります。
とてもシンプルで、大人にも人気があります。
（メーカー：コイデ

現在は製作していません）

おもちゃ図書館あそびむし

安達恵

≪投稿お待ちしています!≫
皆さんのおもちゃ図書館で人気のおもちゃを紹介
してみませんか。投稿お待ちしています！！
まずは事務局あてにご連絡下さい。

インフォメーション１
平成 25 年度 （財）日本おもちゃ図書館財団助成金 申請受付中

締切：平成 25 年 7 月 26 日

（財）日本おもちゃ図書館財団では、現在、平成 25 年度の助成金の申請を受け付け中です。活動中のおも
ちゃ図書館のほか、年度内開設にむけ準備中のおもちゃ図書館も条件を満たせば助成の対象となります。詳
しくは（財）日本おもちゃ図書館財団へお問い合わせください。
※要綱ならびに申請書は HP からダウンロードできます。

HP

http://www.toylib.jp

平成 25 年度 おもちゃの図書館全国連絡会 ミニ学習会受付中
おもちゃの図書館全国連絡会では、身近な場、仲間たちと共に地域にある様々なニーズや課題について学
び合い、情報交換と交流を通して、活動の質を高めることを目的とした「ミニ学習会」に対し助成をします。
なお、開催準備中のおもちゃ図書館を支援するためにも協力します。
※要綱は HP よりダウンロードできます。

HP

http://www.toylib.jp/renrakukai/

事務局よりお願い
文書総会資料に同封いたしました「活動状況届」ならびに「アンケート」へのご協力ありがとうございま
した。おもちゃの図書館全国連絡会 HP にて全国のおもちゃ図書館の一覧（開館日ならびに場所）を公開して
いますので、変更がある場合には事務局へメールまたは FAX にてお知らせ下さい。

７

インフォメーション２

☆第２２回 全国ボランティアフェスティバル 高知
おもちゃの図書館全国

■日程：20１３年１１月２３日（土）・２４日（日）
■会場：メイン会場

高知県立県民文化ホール

連絡会も参加します

ほか

■主催：第 2２回全国ボランティアフェスティバル高知実行委員会
高知県社会福祉協議会

「広がれボランティアの輪」連絡会議

全国社会福祉協議会

☆平成２５年度 おもちゃの図書館全国連絡会 地区研修会 （予定）
開催地区

開催場所・会場

北海道

函館市・函館市総合福祉センター

近畿

滋賀県・近江八幡市総合福祉センター

九州・沖縄

福岡県・福岡市市民福祉プラザ

開催日
2013 年 10 月 20 日（日）
ひまわり館

ふくふくプラザ

〃

11 月 30 日（土）

〃

11 月 ３日（日）

※各地の研修会の詳細については、決定次第お知らせいたします。皆様のご参加お待ちしています。
なお、東北、東海・北陸地区については検討中です。中国・四国地区については全国ボランティアフェステ
ィバル高知開催の関係で、今年度「地区研修会」は実施いたしません。

新入会員のご紹介
≪NO.７１8≫北海道北広島市

布のおもちゃライブラリー「赤い実の会」

≪NO.７１9≫大阪府門真市

おもちゃライブラリーHug くみ

☆寄付金ありがとうございました。（敬称略・順不同）
川上昭子

匿名

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同）
今井昌子

齋藤勝子

高橋登美子

渡邉昌行

松原ミチ

☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
青塚和子

増田ゆき

大山早苗

高和子

柚口千佳
坂場慶子

萩原貴美子
荒井多喜子

笹川孝子
おもちゃ図書館モモ

【震災支援金の口座】
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

＜編集後記＞
平成 25 年度の文書総会では意見開陳書、活動状況報告やアンケートなどをお寄せいただき、ありがとうございまし
た。さて、以前からお伝えしている『おもちゃの図書館アジア会議(6/13〜15)』開催が目前となりました。「あそびは生きる
力」をテーマに、都内スタディツアー、各国レポート、手づくりおもちゃ展などを通じ、アジア会議がどの国にも大きなステッ
プとなるよう、世話人はじめ全国連絡会一同で力を合わせていきます。そして最終日は演奏パフォーマンス等も盛り込ん
だワールド・プレイ・デイ開催ー子どもたちの元気な声が梅雨空を明るくすることでしょう。
今年度もトイ・ポストは、全国で活動中のみなさまに研修会や支援のお知らせなどをお届けすると同時に、皆様からの
お便りもお待ちしています。日頃の活動から生まれるエピソード、また新コーナー「すてきなおもちゃたち」もよろしくお願い
致します！

(藤井・安達・岸・隅田)

８

