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平成２７年６月１９日に、特定非営利活動法人格を頂いて初めての総会を開会し、おかげ様で別載の通り
に御承認頂きました。また、総会終了後、理事の互選により引き続き理事長をお引き受けすることとなり
ました。よろしくお願いいたします。総会については不慣れではありましたが、スムーズに各議題が話し
合われました。今年度もしっかりと活動を進めて参りたいと思います。全般的に予算は大変厳しいですが、
しっかり皆様との絆が作れますように、事業を進める所存です。連絡会は皆様との絆が一番の宝物です。
連絡会発足から３３年が過ぎ、各地のおもちゃ図書館を取り巻く環境が変わって参りました。設置主体も
ボランティアグループから社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、社会福祉法人の老人ホームや障害者施設、保育
園や児童館などなど幅広くなりました。おもちゃ図書館と似たような活動をされている仲間も増えていま
す。それだけ地域の中に、人と人を繋ぐ活動が必要とされる社会になったという事ではないでしょうか。
その中でも長い歴史を持つ「おもちゃ図書館」は、障がいのある子どももない子どもも共に、心のバリア
フリーを育む場所、世代を超える活動の場所として、先輩方の心意気を次の世代の方々にも引き継いで参
りましょう。
特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
理事長 小泉 康代
（おもちゃの図書館全国連絡会世話人代表 小泉康代）
平成２７年度事業計画
Ⅰ．特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会総会の開催
Ⅱ．特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会理事会の開催
Ⅲ．各事業の活動内容等
第１

ボランティア活動の推進事業

１．研修会の開催
（１）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
（２）地区研修会の開催

（助成金申請中） （３）おもちゃの図書館ボランティアの集い開催

（４）
「第２４回全国ボランティアフェスティバル ふくしま」への参加
２．おもちゃ図書館相談事業
第２

３．講師派遣・推薦

子どもたちの遊び場事業

１．災害被災地とその子どもたちへの支援
２．子どもに関するイベント等の移動おもちゃ図書館活動
第３

おもちゃ図書館に関する情報提供・広報事業

１．おもちゃ図書館に関する情報発信事業
第４

おもちゃの図書館活動の推進・運営に関する事業

１．新規立ち上げ支援事業

２．世話人会議の開催

１

３．関係団体等の連絡調整及び協力

平成 27 年 6 月 19 日（金）10：00～12：30
東京ビッグサイト 101 会議室 （参加者 100 名）
今年もおもちゃショーに合わせて、東京ビッグサイトにてボランティアの集いが開催されました。
今年は、一般社団法人日本玩具協会会長、(株)タカラトミー代表取締役社長（7 月 1 日より会長）の富山幹太郎
氏をお招きし、
「共遊玩具について」ご講演をしていただきました。30 年に渡る「共遊玩具への取り組み」、紹介
ＤＶＤ、今年度の「おもちゃ大賞」受賞商品についての説明、またボランティアとの質疑応答など、大変興味深
く貴重な時間となりました。 「おもちゃショー」期間中という大変お忙しい中、富山会長はじめ、ご講演にあ
たり準備にかかわって下さった関係の皆さまに深く感謝申し上げます。

会場の様子

富山会長のご講演

参加者との質疑応答

☆永年（20 年）活動を続けられている館へ一般財団法人日本おもちゃ図書館財団、山科誠代表理事より表彰状
が贈呈されました。

【永年活動表彰状贈呈先】
岩手県 たばしね学園おもちゃ図書館
千葉県 鎌ヶ谷おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」
千葉県 八千代おもちゃ図書館「あひる」
和歌山県 白浜おもちゃ箱
愛媛県 新居浜おもちゃ図書館きしゃポッポ
山口県 萩おもちゃのおうち
福岡県 宗像おもちゃ図書館
熊本県 北部東おもちゃ図書館あいあい

山科誠代表理事と、表彰を受けた
鎌ヶ谷・武田さん、新居浜・松山さん

東京おもちゃショー

今年も「東京おもちゃショー」終了後、おもちゃメーカーの
皆さまよりたくさんのおもちゃを寄贈していただきました。ま
た、一般社団法人日本玩具協会様を通じて、キッズコーナーに
提供されたおもちゃも頂いております。頂いたおもちゃは、永
年表彰館ほか、アンケートにもとづき各地のおもちゃ図書館の
皆さんへ送らせていただきました。

日本おもちゃ図書館財団のブースにて
おもちゃ図書館活動のＰＲを担当しました。

【おもちゃを寄贈していただきました】（順不同敬称略）
一般社団法人日本玩具協会 (株)アガツマ
イワヤ(株)
(株)トイコー (株)ジョイパレット

２

日時：平成 27 年 6 月 19 日（金）１３：３０～１４：３０
会場：東京ビッグサイト 101 会議室
総社員数：１６４数

出席した社員数：１３４数 （出席者１７

ボランティアの集い終了後、13：30 より平成
27 年度第１回通常総会が開催されました。平成
27 年度事業報告、会計報告、27 年度事業計画、
活動予算書、役員の選任について、すべて原案
通り承認可決されました。記念すべき第１回総
会にご参加下さった皆さま、ありがとうござい
ました。
※詳細については、ＨＰよりご覧いただけます。

司会：浅野芳明氏

委任状１１７）

総会、無事終了しました！

議長：青塚和子氏

おもちゃ図書館ボランティアリーダー養成講座【中級】
平成 27 年度（公財）日本社会福祉弘済会助成事業

「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【中級】」講座が東京にて実施されました。ＴＯＹらいぶらりあん
は、図書館でいう司書のような役割と考えていますが、決して専門家育成が目的ではなく、その活動を
より良いものへとリードする「ボランティアリーダー」の役割を担っていただきたいという思いを込め
て開催しています。
おもちゃ図書館活動は誰でも参加できるという良さがありますが、一方で活動内容や、そこに係るボ
ランティアの資質の向上も求められています。 決して「資格取得の為の講座」ということではなく、
ボランティアの皆さん誰にとっても、日々の活動に活かすことができる内容となっています。また、お
もちゃ図書館ボランティアの方のみならず、広く子育て支援活動などにも役立つ内容となっていますの
で、今後も多くの方の参加をお待ちしております。
TOY らいぶらりあん養成講座（中級）
日時：平成 27 年７月４日（土）
７月５日（日）
１０：００～１６：００
会場：専修学校朋友柔道整復専門学校
（東京都荒川区）
参加者：延べ５３名
講座Ⅲ「コミュニケーション力」

講座Ⅱ 講師の柳川悦子氏

＜アンケートより＞
・人とのコミュニケーションの取り方について、今までの自分を振り
返ることが出来、今後に生かしていけそう
・ぼんやりしていたことが、はっきりし、自分の癖もわかりました。
とても勉強になりました。
・自分が知りたいと思うことが、たくさん詰まった講義でした。
他の職員さんやボランティアさんにも伝えたいです。
・日頃の活動に役立てられることが多かった。
・おもちゃ図書館のあり方や家族の思い、色々なお話を聞くことが出
来、勉強になりました
※このほか、講座内容について改善点や、多くの方に受講してほしい
などといった要望もありました。今後の参考とさせていただきます。
多数のご意見ありがとうございました。
講座Ⅳ 障害の
講座Ⅳ ３ 障害の

≪講座内容≫
講座Ⅰ 「傾聴」
ＮＰＯ法人Ｐ.Ｌ.Ａ. 生木ヨシミ氏
講座Ⅱ 子どもの発達
こだわりっこおもちゃ図書館
柳川悦子氏
講座Ⅲ コミュニケーション力
ＴＯＫＹＯＰＬＡＹ 嶋村仁志氏
講座Ⅳ 家族支援
東京都知的障害者育成会
永田直子氏
講座Ⅴ 遊びとおもちゃ
東京おもちゃ美術館 石井今日子氏
講座Ⅵ 親や子どもとのかかわり方
おもちゃの図書館全国連絡会
鈴木訪子氏

活動開始から 20 年！それぞれのおもちゃ図書館に、それぞれの魅力がいっぱい詰まっています。
永年活動表彰を受けられた皆さまより、メッセージをいただきました。

☆☆たばしね学園おもちゃ図書館（会員 NO.470）岩手県奥州市
たばしね学園おもちゃ図書館は地域学生やボランティアの皆様のご支援ご協力をいただき、今年 20 周
年となりました。学園を利用している障がいのある子ども達はもちろん、地域で暮らしている小さいお子
さんやそのご家族の憩いの場として活用して頂いています。
開館日は、毎週土曜日(年末年始を除く)で 10 時から 15 時まで開館してお
り、館内で遊んで頂けるだけではなく、貸し出しや修理なども行っています。
これからもおもちゃドクターや地域・学生ボランティアの皆様の力をお借り
しながら、利用される方々が快適に利用して頂けるよう、より良いおもちゃ
図書館を目指していきたいと思っております。引き続き皆様のご支援ご協力
をお願いいたします。（おもちゃ図書館担当 菊池春香）

☆☆鎌ヶ谷おもちゃの図書館「あ・そ・ぼ」（会員 NO.654）千葉県鎌ケ谷市
２０数年前、鎌ヶ谷にやっと「おもちゃの図書館」の芽が出ました。
障害のある子を持つ親と係わっていた方の「障害のある子の親子で遊べる
場がないよね」と言う話から、いろんな流れが合流して「あ・そ・ぼ」が
歩き始めました。ボランティアセンター・松戸のおもちゃ図書館・おもち
ゃの図書館全国連絡会に連絡を取り、相談し、賛同者を募り、仲間作りに
走り回って下さった方々のお力を忘れる事は出来ません。
今は遊びに来る子供達との楽しい時間を糧に、スタッフの高齢化・障害
児の来館減少化・遊びに来る子の低年齢化等の問題点も、スタッフの気力
と好奇心で乗り切って行きたいと思う今日この頃です。
（代表 武田光子）

☆☆新居浜おもちゃ図書館きしゃポッポ（会員 NO.429）愛媛県新居浜市
いつも支援していただいている日本おもちゃ図書館財団より、平成 27
年 6 月 19 日（金）東京ビッグサイトで開催された「ボランティアの集
い」の中で山科誠理事長より、栄えある永年表彰をいただき本当にあり
がとうございました。とてもうれしく思います。
20 年はあっという間でした。先輩の皆さんをお手本に、いろいろな活
動を進めることができたことを心からお礼申し上げます。これからも、
みんなで協力し、子どもたちの幸せのために進んでいきたいと思いま
す。よろしくお願い申し上げます。（代表 松山明子）

☆☆北部東おもちゃ図書館あいあい（会員 NO.444）熊本県熊本市
北部東おもちゃ図書館あいあいは、地域の子どもたちが集える場所です。
毎週月曜日の開館の日は、おもちゃで楽しく遊ぶ子どもたちのにぎやかな声、
お母さんたちのうれしそうな笑い声、それを見守る地域ボランティアのかた
の笑顔であふれています。二十年、ずっと変わらず続いてきた光景です。地
域の子どもたちは地域で育んでいこうという想いから、地域の各種団体、小
学校、区役所、ボランティアグループより支援や見守りをしています。これ
からも、人と人との繋がりが広がり、子どもたちがすくすくと幸せに成長で
きるように活動を続けていこうと思っています。（代表 森山昭乃）

４

☆☆おもちゃ図書館あぷりこっと（会員 NO.431）愛知県知多市

（表彰は昨年度）

最初は、心身の障害がある子供たちの為にとスタートしました。その子供たちも成長され、現在は障害のあ
る子供さんと３歳未満の子供さんに、おもちゃで遊んでいただく場を月１回提供しています。また、知多市産
業まつりに開催されている「福祉フェスティバル」に参加し、年齢に関係なく大勢の子供たちの遊び場を提供
しています。
たくさんの子供の成長を見てきましたが、小学６年で通ってきていたＳさん
は、現在２児の母として遊びに来て下さっており、親子２代にわたりご利用いた
だき、本当に嬉しく思います。ご利用者も減少傾向にありますが、月によっては
１～２組ほどの新規ご利用者が登録されています。最近も、インターネットでお
もちゃ図書館を知ったとのことで障害のある子供さんを連れたお母さんが来て下
さるようになりました。今後も、子供たちがおもちゃで楽しく遊び、成長する姿
を楽しみにしながら、活動していきたいと思います。（大村弘美）

☆☆白浜おもちゃ箱（会員 NO.431）和歌山県白浜町
私達白浜おもちゃ箱のおもちゃボランティアは、平成７年４月に発足し、
今年 20 年目を迎えました。「手作りおもちゃを通して、心の温もりを子ど
も達に伝えたり心豊かな子どもを育て、親と子、地域の人々が共に触れ合
える仲間づくりの場とすること」又、「障がいを持つ子どもにも優しいお
もちゃづくり」を目的とし、現在 13 名のメンバーで主に布おもちゃづくり
をしています。
おもちゃ箱を訪れる地域の親子や、園児たちが喜んで遊んでくれていま
す。子ども達の喜ぶ様子を思い浮かべながら作り続けてきたおもちゃは、
初代から受け継がれ、その時代を反映した愛嬌のあるキャラクター達が今
も変わらず、子ども達の成長を私共の分身のように温かく見守ってくれて
いるかのようです。（代表 堀康子）

（白浜幼児園にて開館）

☆☆萩おもちゃのおうち（会員 NO.483）山口県萩市

（子ども発達支援センターからふるにて開館）

萩おもちゃのおうちは 1984 年７月に社会福祉法人ふたば園のボラン
ティア活動として「障がいのある子どもたちにおもちゃの素晴らしさ
と遊びの楽しさを」という願いから始まりました。２年前に移転しま
したが今年で３１年目を迎えます。週１日は地域の親子にも開放し育
児相談・発達相談、絵本の読み聞かせ、手作りおもちゃ、親子遊びの
プログラムで、障がいを持つ子と持たない子とが一緒に活動する場も
設定し、子育ての応援をしています。親子でお友達を作っていく場に
もなり、長い歴史の中で未だにお付き合いが続いている親子もいらっ
しゃるそうです。お子さんの育ちのお手伝いとお母さんのリフレッシ
ュできる時間を提供できればと願っています。（代表 岡田佐保子）

☆☆宗像おもちゃ図書館（会員 NO.351）福岡県宗像市
当市おもちゃ図書館は、市社会福祉協議会の委託を受け「障がい児が好き
なおもちゃを選び、たくさん遊んで自主性と社会性を身に付けて欲しい」と
いう願いの元、「布の絵本どんぐり」として出発しました。現在 17 人のボ
ランティアで運営しています。利用者や歴代ボランティアの皆さんに支えら
れ、度重なる図書館移転にもめげず、あっという間に 30 年が経ちました。
今は、毎週の開館と布おもちゃ作り、時には市内小学校の特別支援学級など
に出張もしています。何と言っても子どもの笑顔やお礼の手紙が活動の励み
です。スタッフ一同、届いた声に感激し、パワーにつなげています。これか
らも心を込めて「子ども主体」のおもちゃ図書館活動を充実、発展させたい
と思います。（代表 田中映一郎）
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新しいおもちゃ図書館の「活動立ち上げ」への想いや願いをご紹介いたします！

No726

おもちゃ図書館ぐりーん☆きっず（埼玉県所沢市）

おもちゃ図書館「ぐりーん☆きっず」は、「発達に心配があったり障がいがある子どもが安心して遊べる場所
がない。児童館は敷居が高く遊びに行けない。」という保護者の方々の切実な声を受け、『児童館で何かできる
ことがないか』と、平成 26 年 9 月に所沢市のみどり児童館内に設立され、
毎月第 3 土曜日に対象を限定して開館しています。初回は少し緊張していた
雰囲気も、回を重ねるごとに和やかになり、最近ではおもちゃを通して子
ども同士の関わりも見られるようになりました。終了後に行うボランティ
アの振り返りは、情報を共有しあう有意義な時間となり、何よりも参加し
た親子が笑顔で帰っていく姿に喜びを感じています。頂いた助成金で環境
も整いましたので、今年度は更に内容を充実させていきたいと思います。
（おもちゃ図書館ぐりーん☆きっず

No727

和泉早苗）

おもちゃ図書館モモ（愛媛県松山市）

道後温泉のある愛媛県松山市で設立しました。設立のきっかけは、スペシャルオリンピクス日本・愛媛の理事
長から、
「松山にも、おもちゃの図書館という障がいのあるお子さんが気兼ねなく遊べるところを作りませんか。」
という呼びかけでした。全国連絡会の中嶋先生の講演会に参加させていただき、共感した人たちで早速、学習会
を重ねました。「遊びは、子供の成長を促し、夢を広げるなら、是非とも作り
たい」という気持ちが膨らんでいき、2014 年 3 月に開設しました。
毎月第 3 金曜日の 13 時から 16 時まで、松山市総合福祉センターで開いてい
ます。そこで、布を使って手に取るとやさしい気持ちになるおもちゃ作りもし
ています。また、この活動を知ってもらえるよう、子供の集まるイベント会場
で「出前おもちゃ図書館」を開いています。遊びに来られたみんなが、笑顔に
なるような遊び場を目指して活動をしていきたいと思っています。
（おもちゃ図書館モモ 代表 渡邊瑞枝）

No728

おぐぎんざおもちゃ図書館子育て交流サロン（東京都荒川区）

平成 26 年 4 月、区内 3 ヶ所目のおもちゃ図書館常設サロンとしてオープンしま
した。一年間たくさんの親子さんに遊びに来て頂きました。“おぐぎんざ”と言う
賑やかな商店街の中にあり利用しているママ達はサロンの行き帰りにお買い物を済
ませ、お店の情報交換などもしています。またボランティアさんの力強い助けや、
夏休みには小・中学生のかわいい遊び相手もありで地域のつながりの暖かさを感じ
ます。お陰さまでおもちゃもたくさん増えましたので貸し出しもしています。一年
間を振り返って思うことは、子どもたちの成長の早さにびっくりさせられたのはも
ちろんのこと、当人は気づいていないと思いますが、ママ達が自信の見える顔つき
に変わったことはとてもうれしく感じます。遊びに来て頂く皆さんがホッとできる
場となるようスタッフ一同心がけています。
（おぐぎんざおもちゃ図書館子育て交流サロン 代表 川上 明子）

６

全国のおもちゃ図書館の皆さまから、おすすめおもちゃ、お気に入りのおもちゃを紹介していただくこの
コーナー。昨年度に引き続き、世話人の皆さんの自己紹介も兼ねて「私のお気に入りおもちゃ」を紹介して
いただきます。

おもちゃ名：トミカ
プラレール

おもちゃ図書館なかよし文庫（大阪府）
近畿地方世話人 神崎真理子
なかよし文庫で人気のおもちゃは、プラレールとトミカで
す。プラレールの山のトンネルを使ったコースは毎回子ども
達が一番に組み立て電車を走らせています。トミカのやまみ
ちドライブ、にぎやかドライブのコースも、いつもだれかが
ミニカーを走らせています。プラレールとトミカが合体した
コースができることもあります。どちらも、ご近所からいた
だいたものですが、他にもたくさんのおもちゃがあるので、
子どもたちは、借りるのも楽しみにしてくれています。
なかよし文庫では、月６回ほどの開館日のうち、月２回の
水曜日の午前中は、小さい子ども達が多く、自由あそびの後
は、ボランティアさんの手遊びやお話があります。また、区
役所の家庭児童相談室の先生も来てくれて育児や発達につい
ての相談にものってくれています。ボランティアさんも子育
て先輩のお母さんが多く、若いお母さんたちの話し相手にな
ったり、孫のような子どもたちと遊ぶのを楽しみに活動して
います。はじめて来てくれた親子にも楽しかったなと思って
もらえるようなかかわりができるようにと思っています。

3 月 19 日新宿ギャプジャパンの会議室にて、布遊具「さかなつり」の
講習会をいたしました。数名の男性を含め 40 人、針を持つ手がぎこちな
い人・得意な人とさまざまでしたが、一生懸命取り組む姿、活気に溢れ
和やかな雰囲気のなか２時間あっという間に過ぎました。素敵な時間で
した。温かさの詰まったさかなたちは子ども達の笑顔につながることで
しょう。
（よこはま布えほんぐるーぷ
園山 裕子）
ギャップジャパンでは毎年 3 月に従業員のボランティア活動を通し地
域貢献を行う「コミュニティデイ」を開催しています。2015 年の活動の
1 つとして、おもちゃ図書館のご協力の下、従業員約 40 名でお魚づくり
にチャレンジしました。団体のみなさまの温かさがつまった作品を見て、
市販のものにはない愛情いっぱいのおもちゃであることがとても伝わ
り、私たちにもそんな素敵なものが作れるのか少しの不安と緊張を感じ
てのスタートでした。しかし、おもちゃ図書館の方がとても丁寧に教え
て下さったおかげで、全員無事に 1 匹ずつ作成することができました。
このような活動を通じて多くの子どもたちの笑顔を作るきっかけのお手
伝いができたことを誇りに思います。
（ギャップジャパン株式会社 Banana Republic 津軽 綾）

７

上）おもちゃ作成中の様子
下）仕上がったおもちゃ！

インフォメーション

☆おもちゃ図書館ボランティア地区研修会
＜北海道地区＞

※詳細は決定次第お知らせします

[日時] 平成２７年１０月８日（日）

[会場] 札幌市社会福祉総合センター（札幌市中央区）
＜中国四国地区＞ [日時] 平成２７年１１月２８日（土）
[会場] 鳥取市立若草学園・湖山西地区公民館（鳥取県鳥取市）
＜九州沖縄地区＞ [日時] 平成２７年１２月５日（土）
[会場] 中間市中央公民館
（福岡県中間市）
※近畿地区については今年度開催予定はありません。

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】
■日程：平成２７年１１月８日（日） 定員 50 名
■会場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）（名古屋市）

☆第２４回

※詳細は決定次第お知らせします

全国ボランティアフェスティバルふくしま

■日程：平成２７年１１月２１日（土）２２日（日）
■会場：ビッグパレットふくしま他（郡山市）

【おもちゃ図書館に関するご相談について】

☆事務局・夏季休暇のお知らせ☆

おもちゃ図書館に関するご相談、お問い合わせ等
は事務局にて随時承っております。 助成金、新
規立ち上げ、研修・・などなんでもどうぞ！
火～金 10：00～17：00
TEL:０３-６８０７-８８１３

8 月 10 日（月）～17 日（月）
※お急ぎのご用件がある方は
メールにてご連絡下さい

新入会員のご紹介
≪NO.731
≪NO.732
≪NO.733
≪NO.734
≪NO.735

≫おもちゃ図書館こまど（福岡県豊前市）
≫おもちゃ図書館ゆめロケット（奈良県橿原市）
≫パールおもちゃ図書館（東京都渋谷区）
≫おもちゃ図書館きらっと（長崎県南島原市）
≫絵本たちの図書館（東京都文京区）

【賛助会費・寄付の口座】
三井住友銀行 町屋支店
口座番号 普通７０１３９３０
（口座名）
特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会

☆賛助会費をいただきました（敬称略・順不同）
杜の都共育ネット 柘植法子 川上昭子 鈴木玲子 鈴木行三 千葉礼子
井岡仁志 石黒静江 白﨑和子 松井多恵子 笠原明子 和治佐代子
石田みどり 川崎啓子 高木亜矢 川嶋真由美 井内圭子 保井きよ美
南里恵美子 松坂たかよし 土屋努 札幌発寒おもちゃライブラリー
武田純子 岡原宣二 安達健司 井上ミヤコ 篠原敬子

☆寄付をいただきました（敬称略・順不同）

【震災支援金の口座】
三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
口座番号 普通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

出雲おもちゃ図書館 おもちゃ図書館ぴっころ
☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
山下和子 おもちゃ図書館モモ
＜編集後記＞
大雨や台風といった天候が続きましたが、皆さんのところに被害はありませんでしたか？事務局は東京下町の「古民家」なので
雨どいからあふれ落ちる雨だれが賑やかにリズムを刻みます。また小学校が近いので下校の頃には元気な声も響きます。聴こえて
くる音を楽しむのもあそびのひとつ、ですね。
アンケートでトイポストへの温かいお言葉・ご意見・ご希望を下さった皆さん、ありがとうございました。内容に反映させてい
けるよう、今後とも一同頑張ります。集い・総会・養成講座が無事終了し、今回のトイポストは盛りだくさん。過去から未来へ思
いを馳せながらゆっくりとお読みいただけたら嬉しいです。（岸）

８

（編集委員：安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井）

