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謹んで新年のご挨拶を申し上げます
（№６６）

あけましておめでとうございます。昨年は、6 月におもちゃの図書館全国連絡会設立 30 周年記念第
4 回アジア会議を開催、皆様の多大なご協力を頂き無事に成功裏に終了する事が出来ました。本当にあ
りがとうございました。おもちゃ図書館の日ごろの活動が、どれだけ素晴らしいものかをその瞬間に
見ることができた 3 日間でした。あらためて全国の仲間を誇りに思い、感謝の気持ちでいっぱいです。
新しい年を迎え、心も新たに次の一歩を踏み出そうと致しております。これまで法人化の検討を続
けて参りましたが、今年こそは実現したいと考えております。より良い一歩になりますように、皆様
のご意見をお寄せください。全国のおもちゃ図書館のご支援がより一層充実してできるよう、世話人、
事務局、心を一つに進んで参ります。
今年も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

事務局世話人一同
事務局職員

ＩＴＬＡ（国際トイライブラリー協会）より、
おもちゃの図書館全国連絡会に、新年のご挨拶が届き
ました。
ＩＴＬＡのＨＰや、
ＦＢもご覧ください！
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１

一同

平成 2５年度一般財団法人こども未来財団子育て支援者向け研修事業
主催：一般財団法人こども未来財団・おもちゃの図書館全国連絡会

日時：平成２５年１０月２０日（日）１０時～１５時
≪参加者１６１名≫
会場：函館市総合福祉センター
講演：「発達障がいの現在」
（はこだて療育・自立支援センター 診療所所長 須佐史信氏）
分科会①おもちゃ図書館活動事例発表 発表者：澤田妙子氏（稚内市おもちゃライブラリー）嶋田修氏（厚別おもちゃ図書館いつくしみの会）
分科会②ワークショップ 手作りおもちゃ「さかなつなぎ」 指導：布のおもちゃライブラリー赤い実の会
分科会③「おもちゃと遊び」 ～実際におもちゃを手にとって～ 講師：青塚和子氏（おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人）

講師の須佐先生（写真右）と来賓の皆様

こども未来財団、全国連絡会の主催で北海道地区研修会を函館で開
催する。という、私達にとっては初めての試みに、なかなか全員がピ
ンとこない状態で、時々勘違いをしながらの滑り出し・・・会場の確
保、講師の依頼、参加人数の確保、お弁当の選定、駐車場の確保
etc.etc.こんな大規模の研修会は皆、初めての事で大いに戸惑いなが
ら、時には先走ったり、後戻りしたり、あれこれ修正しながら何とか
当日を迎える事が出来ました。一つずつこなしていく中で「函館おも
ちゃライブラリー」の底力を感じ心強く思いました。
当日は爽やかな秋晴れ!とは行きませんでしたが１６０名を上回る
参加者にうれしい悲鳴をあげていました。講師の先生のお力と関係諸
団体の皆様のご協力の賜物と感謝しております。日頃の子育て支援ネ
ットワークを通じた信頼関係、そして普段のライブラリー活動の大切
さをあらためて実感した研修会でもありました。全国連絡会の適切な
アドバイスとバックアップにも大いに助けられました。ありがとうご
ざいました。 （北海道地方世話人 芦野啓子）

手作りおもちゃ「さかなつなぎ」

主催：一般財団法人こども未来財団・おもちゃ図書館おもちゃの家でんでんむし

日時：平成２５年１１月３日（日）１０時～１５時
≪参加者 ８０名≫
会場：福岡市市民福祉プラザふくふくプラザ
講演「障がいを持つ子どもたちへの接し方」
（福岡市立生の松原特別支援学校教諭 竹森千峰子氏）
分科会①「おもちゃ図書館に来る親の声を聞こう」 発表者：淀川真智子氏（おもちゃ図書館おもちゃの家でんでんむし）
前原美子氏・中願寺りえ氏（おもちゃ図書館ゴリリンクラブ）
分科会②事例発表「運営上の悩みを語り合おう」 発表者：井上秀子氏（大分おもちゃ図書館まこと）草原祐雄氏（おもちゃ図書館のおがた）
分科会③「おもちゃ図書館基本の基本」 講師：岸節子氏（おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人）

福岡市・１１月３日は大雨、その中での研修会です。雨だし寒いし出足が
心配でしたが、さすがおもちゃ図書館ボランティア、皆さん元気に到着。
受け入れ側のでんでんむし・ぽけっと・あいあい・それぞれのチームが、
担当部署でテキパキと動き、でんでんむし佐藤代表の開会宣言でプログラ
ムが動き出しました。
そして基調報告のあと「ハンディのある子との接し方」という演題で、
福岡市立生の松原特別支援学校の竹森千峰子先生が解り易く講演。軍手と
綴じ紐をつかっての体験コーナーは新鮮でした。頂いた資料は今後時々振
り返る為に、大事に保管します！ と参加者の声も聞かれました。分科会
もそれぞれ時間が足りない程白熱。特に第１分科会の障がい児の親の声
は、発表者の想いが溢れ、厳しい子育てのプロセスでおもちゃの図書館と
出会ってほっとしたという内容でした。おもちゃの図書館のボランティで
良かった！ 活動続けて良かった！ そんな声の中無事終了。お昼休みに
佐藤さん親子のハンドベルもあり充実した１日でした。
（九州沖縄地方世話人
篠原敬子）

２

講師の竹森千峰子氏

主催：おもちゃの図書館全国連絡会

日時：平成２５年１１月３０日（土）１０時～１５時
≪参加者８５名≫
会場：近江八幡市総合福祉センター「ひまわり館」
講演：「気になる子どもとその保護者の支援」
（日本福祉大学子ども発達学部 こども発達学科教授渡辺顕一郎氏）
分科会①ＣＡＰ滋賀の大人ワークショップ 講師：ＣＡＰ滋賀
分科会②手作りおもちゃのワークショップ 紙、はさみ、のりを使った簡単手作りおもちゃ指導：川野由美氏（おもちゃライブラリーはばたき）
分科会③おもちゃ図書館ってなぁに
講師：松原ミチ氏（おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人）

オープニングセレモニーでは「ひょっこだんすくらぶ」の皆さんが活
気に満ちた J ホップダンスを披露され、会場の皆さんも手拍子で楽しく
参加し、会場内は熱気に溢れ研修会がスタート。市社会福祉協議会事務
局長乾氏の挨拶に続いて、基調報告「あそびは生きる力」がありました。
そのあと、日本福祉大学の渡辺顕一郎教授から「気になる子どもと保護
者への支援‐発達障害児に対する「気づき」の段階からの支援‐」をテ
ーマにご講演をいただき、参加者は先生のお話を熱心に聞き、メモをと
っていました。
今回の研修会では、おもちゃの図書館全国連絡会の全面的なバックア
ップをいただき、また、地元では市内 3 か所のおもちゃ図書館（近江八
幡おもちゃ図書館「宙」・おもちゃ図書館はばたき・おもちゃ図書館は
らっぱ）と近江八幡市社会福祉協議会が準備段階から協働して活動する
ことができ、普段からのつながりの大切さとおもちゃ図書館活動を続け
ていくことの素晴らしさを実感した場となり、多くのお力をいただけた
ことに感謝しております。
（地区アドバイザー 近江八幡おもちゃ図書館「宙」 榊原かず子）

講師の渡辺顕一郎氏

分科会１ ＣＡＰワークショップ

分科会９

＝時代を拓く 市民力（シチズンパワー）ぜよ＝
「あそびは生きる力」～おもちゃ図書館の様々な活用方法～

日時：平成２５年 11 月 24 日（日）９：００～１１：３０
会場：高知商工会館
事例発表

寿の間

≪参加者 68 名≫

（メイン会場：高知県民文化ホール）

①三橋巌氏（春野おもちゃ図書館）
②森依顕氏（校舎の無い学校附属おもちゃの図書館）
③朝川修子氏（福山おもちゃの図書館）鳥海洋治氏（福山市社会福祉協議会）

事例発表

森依顕氏

事例発表

朝川氏・鳥海氏

三橋氏作成のおもちゃ展示

当初、高知での分科会開催には不安がありましたが、全国から６０名以上もの方に参加していただき、
大変有意義な分科会になったことは大変嬉しく思います。おもちゃ図書館の活動は、開催する地域の独自
性をフルに発揮して、地域のニーズに応じたやり方が望ましいと感じました。会場の皆さんは、事例発表
された講師の方々の熱意をいっぱい受け止め、地元に帰ってからの活動のエネルギーにしていただけたと
思います。これから、少子高齢社会において、おもちゃが多世代交流のツールとして活躍することと思い
ます。そして、認知症があっても、障がいがあってもともに地域で生きていけるコミュニティーが町のど
こでも生まれることを願っています。
（高知おもちゃ図書館はとぽっぽ 濱田百合子）

３

トイ・ポスト 115 号では、活動 30 周年を迎えたおもちゃ図書館の皆様をご紹介させていただきまし
た。今回は「おもちゃの図書館全国連絡会設立３０周年」の記念特集第二弾として、20 年、30 年と長
年おもちゃ図書館を利用して下さっている皆様より、「おもちゃ図書館と私（たち）」のメッセージを
いただきました。おもちゃ図書館を開館する側の立場の皆さんにとっては、利用する方、またご家族
の皆さんのお声、お子さんたちの成長が何よりの活動継続への励みになりますね。今回いただいたメ
ッセージには、おもちゃ図書館の原点ともいえる想いがいっぱいつまっています。おもちゃ図書館は
いろいろな形があり、それぞれの方に合ったかかわり方ができる場所。これから、新しい時代にむけ
ておもちゃ図書館を考える時も、常にこうした利用する皆さんの気持ちを忘れずにいたいですね。

☆☆「図書館

大好き」

柏おもちゃ図書館

かたつむり（千葉県）

須田宮子

このように幸せな日々がこようとは、30 年前では予想も出来ないことで
した。ダウン症の息子健太が、ピンクのエプロンをしてボランティアして
いる姿に、迷いと悩みで悪戦苦闘の子育て期を振り返ります。1985 年 4 月
「おもちゃ図書館かたつむり」が誕生。当時 5 歳の健太は、かたつむりっ
子 1 号。以来一緒に歩んできました。現在、彼は地域支援センタ－に通い、
電子機器の解体作業にはりきっています。成長の節々、親子にとってボラ
ンティアさん達の励ましや優しさがどれほど心の支えになり、明日へのパ
ワ－をいただいてきたことか。そして、
「かたつむり」が彼の社会性を育て
てくれたと言っても過言ではありません。感謝をしています。最近の息子
はボランティアさん達に会うのを楽しみに、近況報告を聞いてもらって、
大人の仲間入りできるのがうれしくて、かたつむりの活動を待ち望んでい
ます。今後も絆を大切に、成長を楽しんでいきます。

健太の趣味は
柏市中の図書館を巡り
本を借りることです
（イラスト：須田さん）

☆☆おもちゃ図書館ボランティア
豊橋市おもちゃ図書館「なかよしライブラリー」（愛知県）

加藤さゆり

私は、今 27 歳です。高校卒業の時からおもちゃ図書館のボ
ランティアに参加しています。
はじめは自信が無かったのですが、少しずつ子どもたちと
一緒に遊べるようになりとても楽しくなりました。お友だ
ちと話をすることも楽しみです。母は、私が年長児の時、
知的障がいと判りショックを受け何とか成長を助ける良い
方法が無いかと言語訓練の先生に相談して、おもちゃ図書
館のことを教えられました。早速妹と一緒におもちゃ図書
館に楽しく通い、一所懸命に私のために何がいいかと考え
子どもたちと楽しそうに遊ぶ
さゆりさん

てくれました。おもちゃ図書館のボランティアや、さをり
織・卓球・音楽療法などで今では、人との関わりが少しず
つですが成長しているように母も私も感じています。

４

☆☆はじめの一歩～大好き！むつみ

むつみおもちゃ図書館（千葉県）

助森紀子

初めておもちゃ図書館を利用したのは息子が赤ちゃんの頃、マザーズホームに通っている時でした。親はど
うしても発達知育玩具を与えたくて遊ばせてみるのですが、子供は興味を示さず、どのようなおもちゃを与え
てよいかわからない時に、おもちゃ図書館で遊んだおもちゃを借り、よく遊んでいるおもちゃは購入するとい
うようにしていました。しかし、マザーズホームを卒園してしまうと平日の午後という時間帯のため、ほとん
ど利用する機会がなくなりました。その後音楽療法を受けていた頃、むつみおもちゃ図書館で音楽ができると
聞き参加しました。息子は重度なので、おもちゃで楽しそうに遊んでいる他の子や絵本をじっくりと見ている
周りの子などを見て「うちの子は・・・」と落ち込んでしまい、連れて行くことが辛いこともありました。そ
んな時ボランティアさんが、「お子さんを連れて来てくれなければ私たちの活動はできない。連れてきてくれ
るだけでいいんですよ」とおっしゃってくださった言葉に救われ、２０年経った今も通い続けています。
家に閉じこもりがちな重度の子たち。息子もなかなかおもちゃでは遊べない
のですが、音楽という活動も行ってくださっているおかげで、毎回楽しみに
おもちゃ図書館に参加し、字のごとく「音」を「楽」しんでいます。むつみ
は日曜日の開館であること、模擬喫茶や一泊旅行、バーベキュー、芋掘り、
クリスマス会などおもちゃで遊ぶ以外の活動もたくさん取り入れてくださり、
年齢が上がっても参加しやすくそれぞれがそれぞれの楽しいことを見つけ笑
顔で過ごせる場所になっていると思います。そんな笑顔を次の世代の子供た
ちにも引き継がれていってほしいと思っています

☆☆おもちゃ図書館に通って 30 年

むつみおもちゃ図書館（千葉県）

石橋照子

娘は現在 37 歳、ダウン症があります。毎日作業所に通いながら、月 2 回むつみおもちゃ図書館に行っていま
す。むつみおもちゃ図書館との関わりは 30 年前。ボランティアさんがいて、おもちゃがあり、借りることもで
きるそこはとても魅力的でした。大きなお家のおもちゃを借りた時は、お友達と一緒にこのお家でカレーを食
べたいと持ちこんで食べたこともありました。自分では絶対買わないようなおもちゃ
を借りることができたのもとてもよかったですし、欲しいおもちゃを聞かれ、ままご
とセットを買ってもらったこともありました。開館日以外の手作りおもちゃを作るお
手伝いやボランティアさんとの交流も楽しい時間でした。家庭と学校の他に楽しく遊
ぶ場所ができ、娘はもちろんですが、知らない土地で知り合いも少なかった私にとっ
てそこは支えになっていたように思います。 ところが、娘が高学年になった頃、
「私
は子どもじゃないからおもちゃでは遊ばない」と言いだしたのです。そんな折りダウ
ン症の赤ちゃんを連れたお母さんが遊びに来られ、その方が音楽の指導をしてくれる
ことになりました。そしてむつみに音楽活動が始まり、娘も私も今も尚おもちゃ図書
館に通い続けています。娘が 20 歳を過ぎてからは更にボランティアとしてのお手伝
いもするようになり、私もむつみスタッフの一員となりました。余暇の過ごし方は障
害をもった方にとって大きな課題です。日曜日の午後のひとときを、ここを楽しみに
して来る子ども達の為に私も頑張っていきたいと思っています。
中学生のころのえりさん

≪みんながボランティア≫

おもちゃの図書館全国連絡会世話人代表

小泉康代

おもちゃ図書館は、障がいのある子のお母様たちがボランティアの中心でした。利用者も家族もみん
なボランティア、それがおもちゃ図書館です。３０年たってそれはさらに進められたように思います。
幼児・小学生だった方々が大人になってボランティアに参加して下さる方も多く、小さい子たちの為に
何かをしてあげたいと手伝ってくれます。レジャーライブラリー活動なども行われるようになり、青年
の方々にも、長年続けられたお母様やボランティアにとっても心地よい居場所になっています。世代を
越え、障がいも越え、これからも長く活動が続いて参りますことを願っています。

５

障害者と健常者<パンフレットの表現をそのまま使用）が交流する催し「いず☆ちゅう健幸祭」が 11 月１６
日（土）宮城県仙台市泉区の仙台市健康増進センターでありました。この企画は仙台市障害者総合支援センタ
ー・仙台市健康増進センター・北部発達相談支援センターの共同企画であり、おもちゃ図書館からも仙台市の
「ひかりおもちゃ図書館」のスタッフを中心に参加しました。
当日は車椅子のお子様・乳幼児・幼稚園児・そのご家族様と賑わ
いをみせ、多様なおもちゃの種類に喜ばれました。「家にはこのよ
うに多種のおもちゃはない」とのことで、飽きないで帰ることを嫌
がるお子様に手を焼いているご家族様もいて、複雑な心境とうれし
さに入り混じったスタッフでした。次回もまたおもちゃを広げるの
で、その時にまた遊ぼうと話してお帰り頂きました。約束通りに次
回もまた参加したいと思いました。
（古川おもちゃ図書館 丸谷一郎）

（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。

おもちゃの図書館全国連絡会では、東日本大震災の後、福島市での移動おもちゃ図書館活動を続けてき
ました。今年度は、福島市でのイベント参加、また福島県立聾学校福島分校、福島県立盲学校小学部にお
いては、紙芝居、移動おもちゃ図書館、音楽会などの交流を図っています。

福島県立聾学校福島分校での活動

盲学校小学部お楽しみ会

≪小学部おたのしみ会での演奏≫
きゃりーぱみゅぱみゅ（うまく言えない）からおまつりマンボまで、今年も楽しんでもらえてよかったで
す。ひとりひとりが「この曲が聴きたい」とリクエストしてくれていたので、その曲を演奏すると「いつも
と表情が違って」嬉しそうでした。二年続けると、新しく入ってきた子、卒業する子、去年同様楽しんでく
れる子と、一年前のことを思い浮かべて懐かしさや寂しさも感じながらの演奏でした。 （三浦鯉登）

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≫

輪つなぎ

福津おもちゃの図書館たんぽぽ（福岡県）
この輪つなぎは、大変子どもたちにとって興味があ
るようです。遊び方はいろいろあって、例えば１つ
の輪つなぎでも、首にかけてたり、腕にかけてまわ
したり、相手の輪にかけて引っ張り合いっこ、くる
くる巻いてドーナツ、沢山つないで汽車ポッポ等々
です。少し、大人がヒントを与えると次々反応して
きます。また、自らの手でつなぐ“カッチン”の音
にも興味があるようで、沢山つなぎ合わせて遊びま
す。
≪輪つなぎ≫長さ３０㎝、直径３㎝の棒状で、先
端にスナップを取り付けた布製のおもちゃです。

皆様のおもちゃ図書館にもご自慢のおもちゃはありませんか？
ぜひ紹介してください！

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

あけましておめでとうございます。皆様よいお年を迎えられたことと思います。
東日本大震災から間もなく 3 年目を迎えます。被災された地域のおもちゃ図書館も少しずつ活動が
軌道にのりはじめた様子、力強いかぎりです。
さて、昨年後半に、新入会の申し込みが数件ありました。また、開館に至らないまでも「おもちゃ
図書館をやってみたい」というご相談もたびたび寄せられ、おもちゃ図書館の必要性をあらためて感
じています。一人ひとりの小さな行動も、手をつなぎあい、地道でもよい、そして今年の干支・馬の
ごとく飛躍の年になってほしいものです。子ども達や素敵な仲間たちと共に活動出来る事に幸せを感
じます。笑顔あふれる一年になってほしいと思います。本年も皆様のご支援とご協力をよろしくお願
いします。

７

【賛助会費のお願い】
おもちゃ図書館活動を支えて下さる皆様へ
昭和 58 年に組織された「おもちゃの図書館全国連絡会」の活動も３０年目を迎えました。おもちゃ図
書館がスタートした頃は、障がいのある子どもとその兄弟姉妹たちを対象にした活動でしたが、現在は障
がいのある子もない子も共に遊び、交流し育ち合う「場」となっております。
子育て中の保護者の方にとっては、情報交換とホッとできる場、また先輩に相談できる場として貢献し
ております。地域の中で、老若男女、世代を越え、障がいを越え、様々な壁を越えてホッとできる居場所
として、一人ひとりの違いを認め合い、共に生きる地域づくりをめざしております。
つきましては、当連絡会の活動を支えてくださる賛助会員としてご支援いただきたくお願い申し上げま
す。また、広く周囲の方々にも呼びかけていただきたく、お願い申し上げます。賛助会員は個人でも団体・
グループでも結構です。また、今まで賛助会員としてご協力頂いている方も引き続きご支援くださるよう、
よろしくお願い申し上げます。賛助会員としてご協力いただいた方には、おもちゃの図書館全国連絡会機
関紙「トイ・ポスト」を毎回お届けいたします。

☆賛助会費は、一口 2,000 円。何口でも結構です。
《賛助会費振込先》

ゆうちょ銀 行：当座００１７０－５－１８１６５５
加 入 者 名：おもちゃの図書館全国連絡会

第 13 回国際トイライブラリー協会の国際会議が開催されます
2014 年 8 月 18 日～22 日

韓国ソウル市グロ区にて

※申込要綱が届き次第、改めてお知らせいたします。
（開催スケジュールはＩＴＬＡのＨＰにアップされています）
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

新入会員のご紹介
≪NO.723≫東京都

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

新宿おもちゃ図書館「ここ・から広場」

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同）
西条おもちゃ図書館ぽけっと

☆寄付金ありがとうございました（敬称略・順不同）
丸谷一郎

【賛助会費の口座】

大貫輝子

☆手作り小物をいただきました（敬称略）
小松おもちゃ図書館サン・アビ

【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

☆日本出版販売株式会社様より「よい本いっぱい文庫」を
いただきました。
＜編集後記＞
平成となって２５年が過ぎました。この期間は皆さまにとってどのような時間だったでしょうか。
いろいろと思い起こしつつ今年も新たな年を迎えました。トイポスト編集部からも新年のご挨拶を申し
上げます。
原稿の依頼に快くご協力下さったり、楽しみにしているとのお声をかけて下さった皆さま、有難うご
ざいます。今後とも、より皆さまに身近で有意義な紙面となるようアイディアや投稿もお待ちしていま
すので、いつでもお送り下さい。全国連絡会へのメールはホームページからも送ることができます。Ｈ
Ｐからは各種書類もダウンロードできますのでご利用下さい。（岸・安達・藤井・隅田）

８

