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～おもちゃ図書館のボランティア活動と今後への期待～

（№６６）
社会福祉法人全国社会福祉協議会
地域福祉部／全国ボランティア・市民活動振興センター
副部長

園崎

秀治

日本でのおもちゃの図書館は、国際障害者年（1981 年）を契機に三鷹市に第１号が誕生し、もとも
とは障害のある子どもたちへの活動から始まっています。今は障害の有無に関係なく、あらゆる子ど
もに交流する機会を提供して、地域の一つの拠点としての役割を果たしてきています。
子どもたちのおもちゃも、今やテレビゲームやコンピューターゲームが主流になってきていますが、
まだまだ手にとって遊ぶおもちゃで遊び、子どもたちが集うことから得られる学びはそれらには換え
がたいものとして、子どもの成長を豊かにしてくれています。この活動がこれだけ長いこと続けられ
てきたのも、多くのボランティアが運営に関わってきたからだと思います。
これからの日本は、「誰も排除しない社会」「誰もが地域と関わりを持ち社会参加できる地域」と
いうものを構築していくことが重要になってきます。その意味で、社会参加の場として様々な形で地
域の拠点作りが進んでいくことが大切です。「おもちゃ図書館」という拠点が更に地域にたくさん作
られて広がっていくことで、世代を超えた交流の場として「おもちゃの図書館」の存在感が大きくな
っていく可能性を持っていると思います。
「おもちゃの図書館は子どもたちのためのもの」という先入観を捨てて、多世代交流の場としても
捉えていきたいものです。老人ホームの中におもちゃ図書館を開設することで、利用者の孫や地域の
子どもたちが老人ホームに出入りするようになり、交流が生まれ、ホームのお年寄りも元気になった
というような取り組みが増え始めています。
おもちゃの購入やおもちゃの図書館設立にあたっては、（一財）日本おもちゃ図書館財団の助成金
や共同募金など、様々な助成金を活用したり、社会福祉協議会のボランティアセンターに相談された
りするのはいかがでしょうか。

【プロフィール】
1994 年 社会福祉法人全国社会福祉協議会（全社協）に入局。総務部、全国ボランティア活動振興セ
ンター、法人振興部を経て、2014 年から現職。全国のボランティア･市民活動センターを通じたボラン
ティア活動の基盤づくりや、福祉教育や災害支援等を通じての、幅広い関係者とボランティア活動の
推進に関わってきている。

１

特集１

助成金の活用
～活かそう！助成金～

おもちゃ図書館は主にボランティアによって運営されています。また事業所などが設置する場合も、おもち
ゃ図書館そのものには多くの予算はとれないというところも多いかと思います。 おもちゃ図書館を運営す
るには、「おもちゃ」「棚」「マット」「収納ケース」等の備品、また利用者の方とのお楽しみイベント、
レジャー活動などなど、様々な経費が発生し、どのおもちゃ図書館もその捻出には苦労されているのではな
いでしょうか。今回は、一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の助成金を活用した取り組みについてご紹介
いたします。
≪コメントの内容≫
①助成金を利用した事業名
②助成金応募の動機、きっかけ
③助成金を活用しての感想
④おもちゃ図書館の紹介

山科直治記念
文化・スポーツ・レジャー活動支援事業

みんなの好きな歌、楽しい曲などを演奏して
もらい、一緒に歌って踊って楽しめるコンサ
ートを企画しました。

代田おもちゃライブラリー（東京都世田谷区）

①「みんないっしょに愉快なコンサート」
平成 27 年 9 月 21 日 実施
②日頃からコンサートの要望がありますが、自己資金で開催
することができないため、この助成金に応募しました。
③ひとりでは外出困難な方や大声を出す方、動き回ってしま
う方たちは一般のコンサートに行くことができないので、こ
のコンサートで楽しんでもらえたと思います。助成金は主に、
演奏者への謝礼や会場費などに充てました。
④学校を卒業するまでの（障がいのある）子どもは地域の中
で児童ディサービスなど行くことができる場所が整ってきて
いるので、卒業後の方たちの楽しめる活動を広げています。
（代田おもちゃライブラリー 清水洽子）

日本おもちゃ図書館財団
おもちゃ等の購入助成事業（Ａ申請）

金沢地域活動ホームりんごの森
おもちゃ文庫室（神奈川県横浜市）

①大型おもちゃの購入
②家庭には置きにくい大きなおもちゃを導入したかったこと、以前
から使っていたものが古くなり遊ぶには危険で廃棄した後、購入出
来ていなかったことから、今回応募させていただきました。
③助成金では主に大型のすべり台や木製の冷蔵庫・流し台を購入さ
せていただきました。障害のあるなしにかかわらず、子供たちが楽
しそうに遊んでおり、ご家族も安心して見ていてくれています。
④障害児者支援施設の出入口、入ってすぐのところにおもちゃ図書
館のお部屋があります。発達に不安のあるお子さん・ご家族が安心
して遊べる場所です。企画イベントやおしゃべりタイムなどの開催
もあります。また地域のお子さん・ご家族との交流を図る機会も作
っています。（金沢地域活動ホームりんごの森 藤田祥弘）

２

日本おもちゃ図書館財団
おもちゃ等購入助成事業（Ｂ申請-ア）

かすがおもちゃライブラリーどりいむ
（兵庫県丹波市）

①おもちゃの購入
②おもちゃが古くなったり壊れたりしているため使用できるお
もちゃが少なくなっていました。おもちゃが増えることで貸し出
しにも対応し、喜んでもらいたいと思い応募しました。
③新しいおもちゃが購入できることで参加してくれる親子が増
えました。高額のおもちゃの購入が容易になりました。
④毎月第 2 土曜日 ９：３０～１１：３０開設しています。親子が楽しんで
くれる様子を見ていると、嬉しくなります。一人一点の貸し出しをして
いるので、遊んだおもちゃを持ち帰れるので喜んでもらえています。
おもちゃで遊びながら、お母さんたちと話が出来、自然と子育ての不
安を解消してもらえています。
（かすがおもちゃライブラリーどりいむ松山晴美）

日本おもちゃ図書館財団
おもちゃ等購入助成事業（Ｂ申請-イ）

おもちゃ図書館とんとん

（東京都国分寺市）

①共遊玩具お楽しみセット
②おもちゃが古くなって部品がなくなっていたり，老朽化がすすん
だため新しいおもちゃが欲しかった。財源が厳しいため，新規購入
が難しい。助成金を活用したかった。
③おもちゃがきれいになって，子ども達への貸出がふえました。
月齢に応じた質の良いおもちゃがいただけて，多くの子ども達が遊
びに来るようになり、いままでよりも活気がでてきました。
④国分寺市立いずみ児童館にて開館しています。
毎週金曜日（10:30～12：00）0 歳～3 歳のお子さんが中心です。お
気に入りのおもちゃがあれば，お家にも貸出をしています。
（おもちゃ図書館とんとん 田上一知江）

≪寄稿≫

『活動を資金で豊かに！』
特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人
戸田市おもちゃ図書館グループびっくりばこ
青塚 和子

広報紙や資料の印刷、電池などの消耗品購入の運営費から、研修会や記念イベントの開催の事業
費と、大小の出費が出てきます。小さな金額なら個人で出してもいいかなと思うこともありますが、
グループの活動では、明朗な会計がスムーズな活動の継続につながると思います。費用は、会費、
寄付（物品の時もあり）、助成金など様々な方法が考えられますが、大きな金額のものには助成金
を活用することで、実施の可能性が高くなります。助成金情報収集とアドバイスは、おもちゃの図
書館全国連絡会、社会福祉協議会に気軽に相談しましょう。助成金の申請書に加えて、最近は人前
でのプレゼンテーションをする場合も増えてきました。尻込みしてしまいますが、知恵を出し合い、
日頃の楽しさを広く伝える機会ととらえてがんばりましょう。

３

特集２

ボランティアさん紹介

～あなたも私も。みんなちがってみんないい♪～
おもちゃ図書館には多くのボランティアさんがいます。「おもちゃが好き」「子どもが好き」「障がい
のある子と遊びたい」「布おもちゃを作りたい」「パソコンでお便りを作りたい」「みんなと一緒にい
るだけで楽しい」一人一人のボランティアさんにそれぞれの思いがあります。今回は、テーマをいくつ
かあげてみました！どんなボランティアさんが登場するでしょうか！

☆ご長寿ボランティア☆
山本 ふさ子さん ９０歳
よこはま布えほんぐるーぷ
（神奈川県横浜市）

≪コメントの内容≫
①おもちゃ図書館のボランティアをはじめたきっかけ
②おもちゃ図書館のボランティア活動を通じて感じた
ことや思い出など
③おもちゃ図書館の仲間から一言

①30 年前、東京で開催された布えほんの展示会でたくさんの作品をみ
て作ってみたいと思い、紹介されたのが初代ぐるーぷ代表の池上従子さ
んでした。月２回の定例会、布えほん・布おもちゃ制作に参加するよう
になりました。
②・永年のぐるーぷの活動が認められ緑綬褒章を頂いたこと。
・ぐるーぷ１５周年の記念に大きな人形を作ったこと。大変な作業で
したが出来上がった時の喜びは忘れられません。
・千葉県柏市から横浜まで通っていた時期があり、時間がかかり何度
も辞めようかなと思いましたが、作る楽しさ・出来上がった時の充
実感・喜んでくれる子ども達等々継続の力となりました。今では生
きがいとなり、楽しく活動に参加しています。
まだまだ頑張ります！！
③とてもお元気で、お一人で電車に乗り月２回６時間の活動に参加さ
れ、周りの方と楽しそうにお話をしながらちくちくしています。 細か
い針仕事・行動力・継続、ぐるーぷ会員のお手本となっています。お身
体大切に、これからもふさ子作品が増えていくことを願っております。
（園山裕子）

☆トイドクター☆
村上

悳哉（とくや）さん

おもちゃ病院のドクターさんたち

我孫子おもちゃ図書館「かっぱの家」（千葉県我孫子市）
①我孫子おもちゃ図書館館長に誘われて。
②おもちゃの病院でおもちゃを直して 20 年、相手の喜ぶ顔と修理を
終えた達成感でやってきました。以前のおもちゃは直し易かった。現
在はＩＣチップが使われ、これがブラックボックスなので直しにく
い。これからも直し続けることで自身の活性化につなげ、豊かな人生
が送れるのではないかと考えています。
③おもちゃの病院を開いて 20 年がたちました。診察券やカルテを作
り、ドクターの白衣姿はかっこよかったです。その村上さんは特に子
どもさん達に接するのが上手です。いつもニコニコです。男の子が電
車の線路の踏切を欲しがると、すぐに鉛筆の木に黒と黄色の色を塗っ
て作ってあげます。おもちゃもいっぱい直してくれました。いつまで
もお元気で白衣を着ていてください！（福島禎子）

４

☆学生ボランティア☆
Ｎ・Ｙさん

中3

～中学生～
（恥ずかしいのでイニシャルで・・・とのこと）

トイライブラリーぽけっと（東京都足立区）
①小さい頃から「ぽけっと」に遊びに来ていました。もう一人、中
学生のボランティアがいて、その人に憧れて自分も小学校 6 年の時
にボランティアを始めました。
②「ぽけっと」でいろいろな人とふれあうことが楽しいです。ボラ
ンティアをしていて人の役にたっていると思うので、これからも続
けていきたいです。
③Ｎ・Ｙさんは誰とでも仲良くなれるすてきな中学 3 年生です。
「ぽ
けっと」に遊びに来た子どもやご家族と楽しくおしゃべりをして、
その場を明るくしてくれます。これからもその持ち味で「ぽけっと」
を楽しくもりあげてほしいと期待しています！！（浅川恵子）

☆学生ボランティア☆
伊野

～大学生～

勇太さん

おもちゃ図書館おもちゃの家でんでんむし（福岡県福岡市）
①大学のボランティア・サークルに入ったことです。
②おもちゃ図書館の活動は、子供達とおもちゃを使って遊ぶことに
より自分自身も童心に帰ることが出来るし、親ではありませんが、
子供達の成長を身近に感じることが出来、とても充実しています。
それに自分自身もボランティアをしているという意識がなくなる
くらい楽しませて頂いています。
③８月のデイキャンプで、大きな水鉄砲などを学生自ら準備してく
れて、子供達をたくさんの笑顔でいっぱいにしてくれて、とても感
謝しています!!（佐藤和美）

☆親子でボランティア☆
乾

佐知子さん・哲治さん

おもちゃの図書館

あいじえん（東京都豊島区）

①平成１８年に新宿区の福祉活動の一環としてボランティアの推
進の為に｢生涯学習塾｣という企画が発足しました。その声掛けに応
募した私は、数ある候補の中に「おもちゃの図書館」という団体が
ある事を知り、以前から保育士志望だった息子を誘い体験ボランテ
ィアに参加した事がきっかけです。
②おもちゃの溢れたプレイルーム内は、明るい笑顔と子ども達
の楽しい笑い声に満ちており、別世界に入ったようだった。
そこには親子とボランティアが一体となって、子供と共に貴重
なひと時を過ごす宝物のような時間が流れていた。おもちゃに
は、親である我々をも童心に帰し心を癒す何か大きな力がある
のではないかと感じている。おもちゃと天使のような子供たち
の笑顔に励まされ、優しい気持ちにさせてもらっていることに
感謝しております。
③「あいじえん」の遊びの達人と言われている、心優しくく、力も
ちの「青年ボランティア」哲治君は どんな事をお願いしても嫌な
顔をしたことなく、にこにこと笑顔で手伝って下さいます。プラレ
ール担当の哲治君の周りには、いつも子ども達やボランティアが自
然に集まりホッと出来る場所となっております。（松原ミチ）
あいじえんのボランティアの皆さんと

５

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！

ＮＯ．729 おもちゃ図書館ひつじぐも（静岡県浜松市）
おもちゃ・絵本・障がいに関する書物を設置し、地域の皆さまにご
恩返しのためにも開館することが夢であった理事長の想いと願いか
ら、平成 26 年 4 月 NPO 法人笠井共生活動センター内にオープンしま
した。
当館は、木のおもちゃが豊富に取り揃っているのが特徴です。助成
金で購入したものと、理事長が長年集めてきたものをはじめとする
数々の木のおもちゃは、どれもぬくもりがあり手になじみ、お子さん
だけでなく大人も夢中になってしまうほどです。
絵 本「ひつじぐものむこうに」。このお話のように、ひとりで悩んだり悲しんでいる時に、一緒に悩んでそ
ばで寄り添うことができたなら・・・。そんな場所でも ありたいという想いから「ひつじぐも」と名付けられ
ました。お子さんの発達や育児について、心配のある保護者の方が、気軽に相談できるように相談日も設けて
います。まだまだ試行錯誤の日々ですが、これからも遊びに来られたみなさんが心やすらぎ、笑顔でいられる
場所でありたいと思っています。（安藤真奈己）

ＮＯ．730 東松島おもちゃ図書館くるり（宮城県東松島市）
「東松島おもちゃ図書館くるり」は、平成２６年１１月から始まりま
した。一般社団法人くるりは、東日本大震災後に、いっぱいストレスを
溜めて生活していたしょうがい児が通う、定員１０人の通所施設を作り
ました。放課後等デイサービスです。利用される子供たちの多くは、広
汎性発達障害です。
おもちゃ図書館は、利用される子供たちに使ってもらおうと思って始
めました。そして、「くるりはどんなとこかな」と見学に来るしょうが
い児、利用される子供たちの兄弟姉妹もおもちゃで遊んでいます。
子供たちに人気なのは、ブロック遊びとプラレールです。最初は、取り合いをしたり、乱暴だったりで、
おもちゃが壊れそうでした。子供たちの話し合いで、協力して遊ぶこと、ていねいに遊ぶこと、そして元の
箱、場所に片付けることを決めました。これで、みんなが安心して遊べるようになりました。必要なコーデ
ィネートをして、成長に役立つ使い方ができたらいいなと思っています。（三浦毅）

ＮＯ．731 おもちゃ図書館こまど（福岡県豊前市）
「おもちゃ図書館こまど」は「NPO 法人まど」が運営主体となり、た
くさんの方々のご協力とご支援を賜り新設することができました。この
活動を通じて、子どもたちがいろいろなことを体験できる場面状況や多
数の人々と接する環境を整えることで経験を積み、おもちゃを通じて忍
耐力、社会性をみがいていくことができるよう願っています。
放課後等デイサービス事業の合間をぬっての開催をしていますが、地
域の屋外イベントに参加し、おもちゃを自由に使える遊び場の提供をし
ました。活動の趣旨を知っていただくためにも、定期的な開催だけでなく、出張おもちゃ図書館を企画しより
よい地域づくりにも貢献したいと思います。

今後はボランティアさんの募集や開館日時の設定など課題はあ

りますが、開設にあたり玩具の寄付など賛同いただいた方々のご厚意やご期待に応えられるよう、コツコツと
丁寧に活動を続けていきたいと思います。（増田淳子）

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。今年度は、世話人の皆さんの自己紹介も兼ねて「お気に入りおもちゃ」を紹介して
いただきます。

トイライブラリーぽけっと（東京都）
事務局世話人 鹿浜かよ

ハローキティお寿司ごっこ
大和玩具（株）現在はダイワトーイ（株）

東京の足立区に「トイライブラリーぽけっと」があり
ます。昨年、開設して 30 周年を迎えることができまし
た。開館は毎月第 1 日曜日で、開館時間は午前 10 時か
ら午後 2 時までの短い開館ですが、いつもたくさんの親
子が遊びに来ています。開館日には、手作りおもちゃの
会やおもちゃ病院もあり、とても賑やかです。
今、秋を迎えて「ぽけっと」では美味しいごっこ遊び
が人気です。大和玩具の『ハローキティのお寿司ごっこ』
はお店の人になったり、お客さんになったり、お寿司の
握りの部分とすしねたが分かれていて注文を受けてか
ら出します。親子で互いにコミュニケーションが深まり
楽しく遊べます。また、『ジャムおじさんのやきたてパ
ン工場』（セガトイズ）も人気です。アンパンマンたち
のとてもかわいいパン屋さんごっこができるのです。
（人気なため、貸出中が続きなかなか戻ってきません）

スタッフの皆さまと
（前列右から４人目が鹿浜さん）

☆ふくしまキッズ博☆

☆とうきょうプレイデー☆

平成 27 年 8 月 8 日（土）9 日（日）

平成 27 年 10 月１日（木）

福島市あづま総合体育館

都内サテライト会場（39 か所）にて

「こどもは遊ぶ、おとなも遊ぶ。10 月 1 日東京中を
遊び場に」今年もとうきょうプレイデーが開催され
ました。おもちゃ図書館からは、荒川から 3 館、す
みだ、連絡会事務局と 5 か所がサテライト会場とし
て参加。日頃は静かな連絡会事務局も、この日は 1
階をオープン！ご近所のお子さんやお父さん、お母
さん、そして布紙芝居のなにぬの屋のやこさん、プ
レイデーマンが遊びに来てくださってとっても賑や
かな 1 日となりました。

主催者様から毎年お声をかけていただき、3 回目の参
加です。今年も 1 日中体育館の中は賑やかな声であふ
れました。繰り返し「まとあて」をやりに来てくれた
小学生、何時間もゆったり過ごしていた赤ちゃんとマ
マ、２日間とも来てくれたご一家など、こちらも楽し
い時間を過ごしました。(株)タカラトミー様からプラ
レールとトミカをご提供していただきました。ありが
とうございました。

７

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

参加者募集中！

＜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）

☆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

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）

新入会員のご紹介
≪NO.736 ≫ひだまりおもちゃ図書館（愛知県名古屋市）
≪NO.737 ≫おもちゃ図書館笑く和くランド（岩手県西和賀町）

☆賛助会費をいただきました（敬称略・順不同）
山本文子 松原ミチ 箭内貴史 あおばおもちゃの広場
こばとおもちゃのとしょかん 田中泰明 田中美都里 石井尚子
小泉泰宏 小泉理奈 小泉泰三 小泉信三 若林久代 若林里美
若林茉央 杉田千代 杉田信忠 杉田一美 小泉康代

☆寄付金をいただきました（敬称略・順不同）
川口美代子

鈴木訪子

丸谷一郎

千葉礼子

鈴木廣子

☆おもちゃをいただきました （敬称略・順不同）
(株)タカラトミー

≪ご支援のお願い≫
当連絡会は、子どもたちの様々な
ニーズに応え、地域福祉の要となる
各地域の「おもちゃ図書館」を応援
しています。ぜひ皆さまからのご支
援、ご協力をお願い申し上げます。
【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

【おもちゃ図書館に関するご相談について】
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。 おもちゃ図書館に遊びに行きたい、ボランティアを
してみたい、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
Ｅ-mail:renrakukai@toylib-jpn.org

【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

＜編集後記＞
紅葉の便りが届く季節になりましたが、台風の影響で各地に甚大な被害がもたらされ、不自由な生活を余儀
なくされている方も多いと存じます。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
今号では「助成金の活用」と「ボランティアさん紹介」を特集として掲載しました。いかがでしたでしょう
か。今後もさまざまなボランティアさんを紹介していきたいと思っております。各館自慢のボラさん情報を是
非お寄せください。また、秋の行楽シーズン。レジャー活動の報告も楽しみにしております。
次号では各地区ボランティア研修会の報告、名古屋での TOY らいぶらりあん養成講座の報告等を掲載する予
定です。（安達）
（編集委員→安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井）

８

