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（№６６）
おもちゃの図書館全国連絡会設立３０周年を記念・第４回おもちゃの図書館アジア会議が、“あそびは
生きる力”のテーマのもと、6 月 13 日から 15 日まで、国立オリンピック記念青少年総合センターで開催
されました。参加国５ヶ国、海外参加者は３６名。全国ボランティアの集いを兼ねた初日の会議には 175
名が出席。厚生労働省、全国社会福祉協議会、東京都社会福祉協議会のご来賓による祝辞、日本おもちゃ
図書館財団による永年表彰と記念式典が盛大におこなわれました。記念講演、各国の活動報告、ウェルカ
ムディナー、２日目のスタディーツアー、３日目のワールド・プレイ・デイと無事に３日間の会議を終了
しました。ワールド・プレイ・デイは 500 名以上の参加者を得て、子どもも大人も沢山の遊びのコーナー
を体験し遊びの意義や大切さを再認識しました。
今回の会議では、おもちゃの図書館全国連絡会の３０年間の経験とパワーが全開しました。会議運営に
ご協力いただいた実行委員会、予算面でご支援、ご助成いただきました団体や機関の皆様本当に有難うご
ざいました。参加各国から、素晴らしい会議だった、有難う、お疲れ様、と感謝とねぎらいのメッセージを頂
きました。会議開催のためにご協力・ご支援下さった全国のボランティアの皆様、世話人そして事務局スタッ
フの皆様、有難うございました。心より御礼申し上げます。

今回の会議で、アジアの仲間たちとの交流で得た貴重な知識や体験を、今後の私たちのおもちゃ図書館
活動に生かしてゆきたいと思います。
おもちゃの図書館全国連絡会

主催者挨拶

挨拶

第 4 回おもちゃの図書館アジア会議

アジアトイライブラリー協会
会長 キム・フリーダ氏

実行委員会委員長 小泉康代氏
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世話人副代表

峯島紀子

国際会議らしく和やかな中にも緊張感が漂います
進行は英語のため、同時通訳による会議となりました

アジア会議 1 日目（6 月 13 日）

☆永年（20 年）活動を続けられている館へ
（財）日本おもちゃ図書館財団より表彰状が贈呈されました。
【永年活動表彰状贈呈先】
北海道
東京都
長野県
愛知県
愛知県
福岡県
佐賀県

釧路市おもちゃライブラリー
おもちゃ図書館ひまわり
いいじまおもちゃ図書館
東海市おもちゃ図書館
瀬戸市おもちゃ図書館クレヨン
おもちゃの図書館あいあい
佐賀市おもちゃ図書館むつごろう文庫

（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

≪アジア会議 1 日目・6 月 13 日≫

【記念講演Ⅰ】「おもちゃ図書館‐出会いの場」
講師：阿部志郎氏（横須賀基督教社会館会長

神奈川県立保健福祉大学名誉学長）

【講演より一部抜粋】
「出会いとは心を開いて相手のことを思い、互いに支え合うことで
す。出会いとは自分が一人でいるのではないということをお互いに
確認することです。この出会いに愛が働きます。愛です。愛とは理
解すること。愛とは信頼すること。愛とは正義を喜ぶこと。愛とは
寛容なこと。愛とは許しあうことです。」
「ボランティアと子どもの出会いがおこる、親とボランティア、
様々のそこに出会いがおこっている。新しい創造される場なんで
す。子どもに対して何か良いことをするんではないのです。子ども
とともに歩むんです」

講師の阿部志郎氏

【記念講演Ⅱ】「Our Journey-Play,Empowerment and Life 」
（「私たちの旅‐あそびは生きる力」
講師：コ・アイナ氏（マレーシアおもちゃ図書館全国連絡会会長、アジアトイライブラリー協会事務局長）
【講演レジメより一部抜粋】
欧米社会では、遊びは一般的な権利です。一方で、アジア社会
では、遊びはまるで特権のように思われています。これはおそ
らく文化、価値観、教育システムの違いによるものでしょう。
そのため、子供の遊びとレクリエーションの権利の一環とし
て、おもちゃの図書館サービスが欧米で始まったということは
意外なことではありません。教育的に優れていることが強調さ
れるアジアでは、遊びは単に楽しむための活動というより、学
習のための道具となっていることが多いのです。
パワーポイントの資料をふんだんに取り入れての講演

【カントリーレポート】

参加各国より、活動状況や今後の課題等について発表がありました。
【参加者の感想より】
・各国の実情と課題に沿ったおもちゃ図書館活動の展開の仕方がある
とわかりました。
・私の小さな町での活動も、何か世界に繋がっているのだなと思いま
した。
・文化は違っても、それぞれの国の子供たちの笑顔が見える気がしま
した。他の国の活動を知る事ができて大変勉強になりました。

韓国のレポート。

※1 日目夜にはウェルカムディナーが開催されました。

来年 8 月開催の「第 13 回国際会議」の案内も
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≪アジア会議２日目・6 月１４日≫

【スタディーツアー】
コース①

海外参加者

（おもちゃ図書館あそびむし・心身障害児総合医療療育センター→荒川おもちゃ図書館→東京おもちゃショー）
コース②

国内参加者（東京おもちゃ美術館→東京おもちゃショー）

オリンピックセンターからバスで都内を移動します

国内組は東京おもちゃ美術館へ

国内、海外 どちらも最後はおもちゃショーの会場へ

新宿区の子どもの減少に伴い廃校になった小学校校舎、一歩足を踏み入れると懐かしさ・暖かさを感じまし
た。おもちゃは国籍・障害があるなしを越えてすべての子に遊びの楽しさ、生きるエネルギーを与えてくれ
ます。そんな素敵な東京おもちゃ美術館でした。その後東京おもちゃショー2013 を楽しく見学しました。
≪アジア会議３日目・6 月１５日≫

【ワールド・プレイ・デイ】

新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポの皆さん

スポーツ棟 大体育館にて
家族連れなど 500 名以上の来場者となり、楽しい 1 日となりました。

広い体育館で元気に遊びます

キムフリーダ氏とワールドプレイディソングを

国際トイライブラリー協会（ITLA）では、毎年 5 月 28 日を遊びの大切
さを再認識する日にしようと「ワールドプレイディ」を提唱しています。
今年は、アジア会議に合わせて 6 月 15 日に開催いたしました。
実行委員会に入っていただいている児童健全育成財団、IPA、TOKYO
PLAY の皆さまには当日のみならず、企画の段階からたくさんのご協力を
いただき、多くの団体の方に参加していただくことができました。そし
て、何よりも当日遊びに来て下さった大勢の家族連れ、お子さん、ボラ
ンティアさんの楽しそうな姿を見て、遊びって本当にすばらしい力があ
るんだなぁと感じました。
おもちゃコーナーも大人気

☆この日は東京 YWCA 秦雅子さんグループのご協力で、お茶席も楽しんでいただきました。
≪13 日～15 日

3 日間≫

【手作りおもちゃ展】

第 2 ミーティングルームにて
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全国のおもちゃ図書館より寄せられ
た、布・木・紙・プラスチック等材料も
様々、大きさも様々約６０種類の作品が
展示されました。
どのおもちゃも手作りの温かみが感じら
れ、こども達の笑顔で遊んでいる姿が浮
かんでくる、素晴らしい作品ばかりでし
た。
（よこはま布えほんぐるーぷ
園山裕子）

「おもちゃライブラリー活動３０周年を迎えて」

北海道 釧路市おもちゃライブラリー

後藤哲子

釧路市おもちゃライブラリーは、北海道の東、釧路湿原や遠く阿寒の山々が見える釧路市の高台の小学校の
旧校舎にあります。開設当時は福祉会館の 1 室で障害児限定、貸出とイベント協力等をしていました。平成 11
年学校余裕教室活用の機を得て現在地に移転し、活動も常設一般開放とし毎週水曜日 10 時から 14 時まで開館
しています。釧路市女性団体連絡協議会の事業として先輩の皆さんが
営々と繋いで下さり、本年実に 31 年目を迎えました。この度、おもち
ゃの図書館アジア会議が日本初開催され、おもちゃ図書館財団様より永
年活動団体表彰を戴きました。スタッフ 5 名で参加しましたが、地方で
は見えなかったグローバルで情熱溢れる働きにふれ感動し、意を新たに、
毎週子ども達の笑顔と歓声に包まれています。子育てサークルやまちづ
くりモデル事業にも協力し、ライブラリー活動の幅をひろげています。
子ども達の健やかな成長と子育てに奮闘しているお母さん達がホッと
できる場の提供をつづけて行きたいと願っています。

「子供たちからパワーをいただいています」

長野県 いいじまおもちゃ図書館 高坂公子

「いいじまおもちゃ図書館」はボランティアグループ糸ぐるまの発足当初から、福祉活動の一部として位置づ
けられていました。場所が何回も移動してその度に不自由な思いをして来ましたが、平成２３年より飯島町介
護予防施設「コスモス園」に収納棚を造って頂き、遊ぶ処も大会議室
を借りることができました。開館日は第一第三土曜日、赤ちゃんや小
さい子供さんの昼寝の時間にならないようにとの要望を受け、午前中
に変更しました。お母さんと時にはお父さんと一緒に広い場所で遊び、
気に入ったおもちゃを借りて帰ります。子供にとっておもちゃは大切
な遊び相手です。成長するからこそ次のおもちゃが欲しくなります。
毎年若いお母さんの意見も聞きながら購入しています。図書館が広く
なり利用者も増え、会員が当番制で見守っています。メンバーはおば
あちゃんですが子供さんにパワーを頂いて活動を続けています。

「現在も活動を続けております」

佐賀県

佐賀市おもちゃ図書館むつごろう文庫
山田君江

昭和 61 年当初は、障害児を理解したい思いと、ボランティア経験が
役に立てばと、むつごろう文庫が活動を始め、布絵本作りを広げたいと
いう願いで協力者により子供を守りながら活動が進められました。その
頃の先輩達の作品、現在 500 冊以上の布絵本と百個以上の遊具があり沢
山の方に利用していただいております。スタートは障害児中心でしたが、
世の中の移り変わりにより、現在は障害の有無にかかわらずどなたでも
一緒に楽しめる布絵本や布遊具を手作りしております。痛んだり汚れた
部分の取替や衣替え等。先輩から受け継いだむつごろう文庫の素晴らし
い宝物を皆様に気持ち良く楽しく利用して戴く為に子供達の成長に応
じた作品をニーズに合うやり方で勉強を重ねながら会員とともに努力しております。作品は児童館や保育所、
イベント等に貸し出しております。この度は 20 年以上の活動に対しての表彰をしていただきまして大変励みに
なって、一層がんばることができます。受け入れていただきましたことありがとうございました。
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「活動２０周年をむかえて」

福岡県

おもちゃの図書館あいあい 見城眞由美

平成 5 年「おもちゃの図書館あいあい」は、大野城市社会福祉協議会呼びかけの元、障がい児の親を中
心に、準備、立ちあげられました。月に３回の開館と、月に３回の布のおもちゃ作りを行っています。時
の流れ、社会環境の変化とともに、来館する子どもたちの数が減少し
、このまま続けていけるのか悩みながらのここ数年ですが、1 人でも
「あいあい」を必要としてくれる子がいるかぎり、今まで通り、ゆっ
くりのんびり活動していくつもりです。今回の表彰も励みのひとつに
なりました。20 年の間に来館してくれた子どもたち、バックアップ
し続けてくださっている大野城市、及び大野城市社会福祉協議会、い
つも心を支えてくださる世話人の、篠原さん、森さんに心から感謝し
ます。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします

「活動２０周年をむかえて」

愛知県

東海市おもちゃ図書館あひる

伊東千枝子

東海市おもちゃ図書館は昭和 60 年７月に東海市社会福祉協議会が設
置し、平成９年４月に現在の場所（保健福祉センター内）に移りました。
開館当初から、ボランティアグループの「おもちゃ図書館あひる」が運
営しています。リトミックの日とつみき遊びの日は、別室も借りて行い、
地域の幼児が安全に楽しく集まるおもちゃ図書館になっています。
子どもとおもちゃの好きなボランティアが、若いママの子育ての相談
にのったり、おもちゃ選びのアドバイスをしたり、壊れたおもちゃを直
すおじいちゃん役になったりと楽しんでやっています。私たちは自分の
孫や子どもを見守るつもりで、多くの子どもたちが遊びに来てくれるこ
とを願って活動しています。

「おもちゃがかけはし」

愛知県

瀬戸おもちゃ図書館クレヨン

山内豊子

平成５年の福祉保健センター開設と同時におもちゃ図書館クレヨンを
開館して２０年を迎えることができました。振り返ってみると、長年に渡
り、養護学校開設に向けて活動している親子のサポートとして託児を実施
してきたことは、おもちゃ図書館として大きな財産となりました。その中
で、健常児も障がい児もおもちゃを通して共遊び、成長し、一緒に笑い涙
する事もあり、改めておもちゃの凄さや良さを感じるきっかけとなりまし
た。現在活動するボランティアの高齢化が進む中、２０代～９０代までの
幅広い年齢層のメンバーで、今後は、手作りおもちゃや昔ながらのおもち
ゃを取り入れて遊べる環境作りにも力を入れていきたいと考えています。

「活動２０周年を迎えて」

東京都

おもちゃ図書館ひまわり

早坂来美

ひまわりは、平成五年に都立東大和療育センター内に設立され、そこに入所・通院の方、また最近は健
常の方へもおもちゃの貸出を行っています。図書館業務以外では、センターの要請による夏祭りへの参加
やクリスマスカードの作成なども大切な仕事になっています。さらに
平成二十一年からは開館日に従来の毎週水曜に第二火曜も加えて、そ
の午後にエプロンシアターを上演しています。このたび、二十年の永
年表彰を受けましたことは偏に歴代代表を始め、関係者のご努力、ご
支援の賜物と感謝しています。スタッフの人繰りなどで苦労もありま
すが、これからも私達一同利用者の笑顔を励みとし、次の三十、
四十周年に向け精一杯努めていきたと思っています。
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20１３年 6 月１３日（木）～１６日（日）

今年のおもちゃショー2013 では、子供達
に人気のおもちゃを中心にした展示をし
ました。毎年、たくさんの方々におもちゃ
図書館を知っていただきたいと思い、「ど
うぞ遊んで行ってください。誰でも自由に
遊べますよ」と声をかけます。今年はそこ
にアジア会議に参加された皆さまも会場
にみえ、まず玩具協会の津田専務理事から
お話を聞き、その後会場内を自由に見て回
わり、集合時間まですっかり楽しまれたよ
うでした。出会いもたくさんありました。
福島で開催されるキッズ博のお話や、他の
団体の方と「子ども達に関わる事で、協力
できるといいですね」とか。新しいおもち
ゃの工夫を聞かせてくださる方など。情報
と人とのつながりが得られるこの会場は、
宝箱のようでした。

㈶日本おもちゃ図書館財団展示ブース

今年もたくさんのおもちゃを
いただいております。
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
㈱ジョイパレット イワヤ㈱
㈱アガツマ
㈱トイコー

（株）くもん出版

（株）増田屋コーポレーション
マテル・インターナショナル（株）
（社）日本玩具協会

福島市あづま総合運動公園
【財団法人日本おもちゃ図書館財団

体育館

おもちゃの図書館全国連絡会】

7 月 27 日（土）28 日（日）に開催された「ふくしまキッズ博」
にておもちゃ広場を開催いたしました。おもちゃの図書館全国連絡
会では、福島市において、これまで 2 年にわたり移動おもちゃ図書
館を開催してきた経緯もあり、このようなイベントに参加させてい
ただくことができたのは大変有意義なことでした。
当日は広い体育館に、おもちゃメーカーや学生ボランティアのブ
ース、またキャラクターショーのステージなどが設置され、また体
育館の外ではグルメコーナーもいっぱい。わくわくした雰囲気の
中、地元の幼稚園児のマーチングバンドの演奏で開幕しました。小
さな子ども達が一生懸命演奏する姿に、私たち大人も「たとえわず
かなことでも、今できることを精一杯やらなくては」と思わずには
いられませんでした。おもちゃ広場は終日大人気で、人が途切れる
ことはなく、特に折り紙コーナーは、ボランティアが休憩する間も
なかなかとれないほどの大盛況！お子さんだけではなく、大人の方
もコマや万華鏡などのむずかしい作品に、根気よく取り組んでいら
っしゃいました。子どもたちの遊ぶ姿を見守る若いお父さん方の優
しい目が特に印象に残った 2 日間でした。
（おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人 隅田ひとみ）

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≫

カプラ

なぎおもちゃの図書館ひよこ（岡山）
１５年もの歳月をかけて、オランダ人のトム・ブリューゲン
さんが考案したカプラは、「魔法の板」とも呼ばれ、1988 年
フランスで発売されて以来、ヨーロッパ各国の玩具賞を受賞
し、世界中で遊ばれている大変有名な積み木です。
3 辺の比率が 1：3：15 8×24×120ｍｍに仕上げた白木の板
で、幾重にも重ねていくことで、様々な形が自由に思いのま
まに表現できます。横に並べたり、高く積んだり、形を作っ
たり、一人でもみんなでも遊べ、小さい子から大きい子、大
人から老人まで幅広い年齢層で遊ぶことができ、“想像力”
と“創造力”を育む大変優れた積み木です。松の木の香りや
感触がとても良く、崩した時の音も心地良いのも特徴です。
いつも子どもたちの心を魅了してやまない「カプラ」、なぎ
おもちゃの図書館ひよこ人気ナンバー1 のおもちゃです。
なぎおもちゃの図書館ひよこ 岸本理香

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

不安定な気候がもたらす猛暑・雷をともなった大雨に 「これまでに経験したことのないような大雨」 最
大級の警戒の言葉が報道されており心を痛めております。
さて、おもちゃ図書館活動も 30 年以上続く活動ですので、残念ながら退会、閉館しようかどうしようか
というご相談も多くなっています。どのような内容のものが多いのか、また閉館以外にも形はないのか私た
ちも、ともに考えていきたいと思っております。
＊障がいを持つ子どもが成長しておもちゃで遊ばなくなった
障がいをもつ子ども達の母親でおもちゃ図書館を始めたが、一番小さかった子どもが高校生になりおもち
ゃで遊ぶ事もなくなった。もっと社会体験をさせたい。休館では年会費が必要なので退会したい。
→成長した障害のある人たちのためにレジャー活動に取り組んでいるおもちゃ図書館も多くなっていま
す。いろいろな形のおもちゃ図書館活動がありますので、ご相談下さい。
＊ボランティアの高齢化
子どもを落とすのではないかと怖くって抱っこが出来ず貸し出しのみ。必要に応じて移動おもちゃ図書館
を開設しています。→おもちゃを広く活用していただける「貸出し」もひとつの形と考えられます。
＊おもちゃ購入の資金が無い・・
→日本おもちゃ図書館財団の助成金一律５万円のＢ申請は、おもちゃ・電池も購入ができ、おもちゃ図書
館にとって申請も簡単で便利な助成金です。ぜひご利用下さい。（今年度の申込みは終了しました）

７

インフォメーション
☆平成２５年度 おもちゃの図書館全国連絡会 地区研修会
開催地区
北海道

開催場所・会場

開催日

函館市・函館市総合福祉センター

2013 年 10 月 20 日（日）

（主催：こども未来財団・おもちゃの図書館全国連絡会）

近畿
九州・沖縄

滋賀県・近江八幡市総合福祉センター ひまわり館
（主催：おもちゃの図書館全国連絡会）
福岡県・福岡市市民福祉プラザ ふくふくプラザ

〃

11 月 30 日（土）

〃

11 月 ３日（日）

（主催：こども未来財団・おもちゃの家でんでんむし）

☆第２２回 全国ボランティアフェスティバル 高知
■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 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

おもちゃの図書館全国
連絡会も参加します

全国社会福祉協議会

☆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（薄）ブルー（薄・濃）各Ｓ／Ｍ／Ｌ／ＸＬ）
※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.720≫沖縄県
≪NO.721≫埼玉県

ビハーラ久米島じんじんおもちゃライブラリー
埼玉県障害者交流センターおもちゃ図書館

≪NO.722≫東京都

おもちゃ図書館フルーツバスケット

☆寄付金ありがとうございました。（敬称略・順不同）

【賛助会費の口座】

中嶋武子 中山信孝 川口美代子 おもちゃ図書館ちろりん村

☆30 周年記念第 4 回おもちゃの図書館アジア会議の際に
ご寄付をいただきました。（敬称略・順不同）
石川玩具㈱斎藤友宏 桜東京パイロット 中根超信
山下敏夫 山田順子 川上昭子 脊戸明子 角間裕
峯島紀子 めだかおもちゃ図書館

鈴木廣子
川手裕子

青柳絵理子
榊原かず子

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同）
松山明子 井上ミヤコ 片桐貞子 隅田ひとみ 澤佐景子
岡原宣二 岡本恵子 あるむトイクラブ
おもちゃ図書館あいあいらんど 札幌発寒おもちゃライブラリー

☆おもちゃをいただきました（敬称略・順不同）
栗原ツギ子

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
(口座番号) １２８５４１９
（口座名）
おもちゃの図書館全国連絡会
代表 小泉康代 会費口

【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

☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
山下和子

大貫輝子

小泉康代

田中美都里

＜編集後記＞
厳しい残暑が続いておりますが、皆様お変わりありませんでしょうか。
今号はアジア会議の様子を特集しました。記念講演・カントリーレポート・スタディツアー・ワールドプレイ
デイ、大盛況の内に終えることができました。ご協力いただいた方々に厚く御礼申し上げます。
また、２０年永年表彰されたおもちゃ図書館の方々にコメントを寄せていただきました。ボランティアさん
あってのおもちゃ図書館、ご苦労も多いと思いますが、今後も末長くのご活躍をお祈りしています。
おもちゃの図書館全国連絡会は、３０周年を迎えました。次号以降に特集を組む予定です。皆様よりコメント・
ご意見等お寄せいただきたく、お願い申し上げます。（安達・岸・藤井・隅田）
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