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あけまして、おめでとうございます。皆様ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 

日ごろから、おもちゃの図書館全国連絡会の活動にご協力を頂きましてありがとうございます。

さて、ＮＰＯ法人の承認がおり１年という時間が経ちました。目標を立てて活動をして参りました

が、まだまだよちよち歩きでございます。法人前の活動を引き継ぐ形で行っておりますが、新たに

ＮＰＯ法人としての活動方針も確立して行かなくてはなりません。これまでの活動では、出来なか

った事、またこれからの活動に必要な事を考え、精査し、限られた予算の中で、よりたくさんの方々

におもちゃ図書館活動を知って頂けるように、そして新たに活動を始められる方が増えて頂けるよ

うに努力して参りたいと存じます。 

 

そして、法人になっても変わらない事は、「おもちゃ図書館活動」そのものです。地域福祉の核

の役割、障害のある子どもとない子どもとが集えるノーマライゼーションの場である事、老若男女、

世代を超えて集える居場所である事です。いつまでも変わらない、こころの活動ボランティアであ

る事です。 

 

おもちゃ図書館は地域のニーズに合わせて「みんなちがってみんなよい」活動です。各地のおも

ちゃ図書館の情報を全国連絡会にぜひお送りくださいませ。ボランティアグループだけでなく、社

協、施設、行政、ＮＰＯなどが様々な活動を展開していますが、自分たちの状況と似ている所の活

動は、とても参考になります。活動の内容もですが、悩みも皆様と共有できると、次へのステップ

が見つかるかもしれません。皆様の活動そのものが、おもちゃ図書館の仲間の皆様の力となります。

お待ちしております。 

 

全国連絡会の活動により、皆様の活動のバックアップがさらに進められ、全国の仲間との絆が深

く、強くなれますことを願っております。本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                         

平成 28 年 1 月  

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 
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     おもちゃ図書館ボランティアリーダー養成講座【初級】 
 

     

       

 

 

 

 

 

                

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 11月 21日（土）22日（日） 

           福島県郡山市 ビッグパレットふくしま 他 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

前半は、基調報告に続き、東北から「震災後に新しく立ち上が
ったおもちゃ図書館」2館（仙台市・おもちゃ図書館ずんだっこ、
郡山市・おもちゃ図書館紙ふうせん）の事例発表がありました。 
後半は、震災後の福島市での移動おもちゃ図書館の活動報告、参
加ボランティアからの感想発表、受入れ側である学校の先生、保
護者の方のインタビュー映像、そして手話付き紙芝居の実演と盛
りだくさんの内容となりました。新しいおもちゃ図書館の取り組
みや思いを聞く中で、おもちゃ図書館がボランティア活動として
果たす役割を改めて確認することができた分科会となりました。 

TOYらいぶらりあん養成講座（初級） 
日時：平成２７年１１月８日（日）10：00～15：15 

  会場：愛知県産業労働センター（ウインクあいち） 

参加者：４７名 

≪講座内容≫               （敬称略） 

講座Ⅰ おもちゃ図書館の歴史と意義 

おもちゃの図書館全国連絡会  髙村豊 

講座Ⅱ ボランティア論   

愛知県社会福祉協議会 石黒学 

講座Ⅲ 障害のある子の遊びとおもちゃ     

       東洋大学ライフデザイン学部 繁成剛 

講座Ⅳ 障害の    
 
              

講座Ⅱ 石黒学氏 修了証授与！ 

50名規模の参加者で、他府県からの参加者もあり熱心に受講されていました。活動の歴史を高村が、ボ
ランティア論を石黒県社協部長に、「障がい児の遊びとおもちゃ」を東洋大学の繁成教授が講話を担当し
ました。ただ受け身での聴講だけではなく、実際に遊具を手にするとどの人も目を輝かせていたのが印象
に残ります。おもちゃは雰囲気を和やかにしてくれます。 
若い学生さんや男性の参加者もあり、いつもの研修会とは雰囲気が異なっていました。アンケートでは、

中級講座もぜひ受講したいという意見もあり、愛知で計画できたらと思います。おもちゃに関する知識を
広く深く身に着け、多くの子どもの発達を願う「TOYらいぶらりあん」が増えていくことを願う講座でし
た。                   （おもちゃの図書館全国連絡会副理事長 高村豊） 

 

 

 

 

平成 23年度にスタートした「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】」が、愛知県にて実施されま
した。これまで、北海道、九州・沖縄、中国・四国地方において、地区研修会の中で同様のプログラ
ムを組むことはありましたが、今回は「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座」としては初の単独での地方
開催となりました。 
この「ＴＯＹらいぶらりあん」講座は、決して専門家育成や資格が目的ではなく、おもちゃ図書館

は誰でも参加できる「ボランティア活動」であり、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います。障がいのあるお子さんと
の関わりを長く積み上げてきたおもちゃ図書館だからこその内容になっており、回を重ね内容も充実
しております。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、今後も多くの方々の参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

  

【分科会】 11月 22日（日）9：00～12：00 日大工学部にて 

子どもたちにおもちゃのすばらしさと遊びの楽しさを 

～震災後の活動を中心に 

おもちゃ図書館ボランティアの役割と活動の原点～ 

左）ずんだっこ 草さん  右）紙ふうせん 都築さん 

展示ブースにて  

「紙ふうせん」の皆さまありがとうございました 
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午後の部 ワールドカフェの様子   

これまでのような大規模な研修会ではなくても、ボランティア同士
の交流は続けていくことが大切という前提のもと、全国連絡会とも話
し合い今回の研修会（交流会）を開催することができました。発表は、
おもちゃ図書館の生き字引でもある此田麗子さんに草創奮闘記を話し
ていただきました。また午後の「自己紹介」「グループ討議」ではワ
ールドカフェを取り入れ、日頃から活動している内容をテーマにグル
ープの皆さんと直接話し合い、共有できたことは、今後の活動に活か
される内容となりました。    （北海道地方世話人 菅野龍夫） 
 

日時：平成２７年１０月１８日（日）         ≪参加者５６名≫ 

会場：札幌市社会福祉総合センター（北海道） 

                                （敬称略） 

＜発  表＞「さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会草創奮闘記」   白石おもちゃ図書館 此田麗子 

＜基調報告＞「いままでもこれからも心豊に育ちあう場をめざして」 おもちゃの図書館全国連絡会 鈴木訪子 

＜ワールドカフェ＞「みんなの居場所 おもちゃ図書館の役割」進行：おもちゃの図書館全国連絡会 鈴木訪子 

 

分科会Ⅱ カプラのワークショップ 

この冬初めての寒波が到来した寒い日でしたが、80名もの皆様にお集まり

いただき賑やかに開催することができました。まず託児をされているところ

や、おもちゃ作りのコーナー・手作りおもちゃの展示を見学しました。午後か

らの分科会Ⅰでは手作りマラカスを作り、その後バイオリンの演奏を聞きまし

た。若草学園の子供達も静かに聴きました。分科会Ⅱでは、子供達より親の方

が真剣にカプラ（積み木）を積み上げていました。そして終了時間が迫った時、

待ちかねていた一人の子が全てのカプラを思い切りよく倒してくれた時の爽

やかな音色に心の中がスッーとしました。戸惑いながら企画をしてきました

が、とても楽しい時間を過ごすことができました。                             

                 （倉吉おもちゃの図書館 筏津充代） 

 い 

日時：平成２７年１１月２８日（土）        ≪参加者８２名≫ 

会場：鳥取市立若草学園／湖山西地区公民館（鳥取県） 

                             （敬称略）                                           

＜若草学園と鳥取若草おもちゃ図書館の説明・見学＞       説明：若草学園 園長 福田真知子 

＜基調報告＞  「いままでもこれからも心豊に育ちあう場をめざして」 

おもちゃの図書館全国連絡会副理事長 松山明子 

＜分科会Ⅰ＞ 「音楽と手作りおもちゃで遊ぼう」  講師：日本音楽療法学会認定音楽療法士 小林圭子  

＜分科会Ⅱ＞ 「カプラで遊ぼう！」       講師：カプラインストラクター    日野定幸 

 

 

全体会で、各分科会からの報告がありました 

青塚和子さんの基調報告で始まり、講演は「障がい児とかかわっ
て 41年」髙村豊さんにお話ししていただきました。腹話術の人形
を使いながらの登場で、皆さんの顔が楽しい雰囲気になりました。
国際児童年のお話から現在まで、トイライブラリーのお話をしてい
ただきました。午後はそれぞれの分科会に分かれて研修していただ
きました。開催にあたり、なかまおもちゃライブラリーポッポの皆
さまには大変お世話になりました。感謝申し上げます。ありがとう
ございました。         （九州沖縄地方世話人 森敏江） 

日時：平成２７年１２月５日（土）       ≪参加者７８名≫ 

会場：中間市中央公民館（福岡県） 

                                                 (敬称略)                                         

＜基調報告＞  「いままでもこれからも心豊に育ちあう場をめざして」 

おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人 青塚和子 

＜講 演＞  「障がい児とかかわって 41年」  おもちゃの図書館全国連絡会副理事長     髙村 豊 

＜分科会Ⅰ＞ 「作ろう！手作りおもちゃ」      担当：なかまおもちゃライブラリーポッポ 

＜分科会Ⅱ＞ 「語ろう！これからのおもちゃ図書館」 進行：おもちゃの図書館全国連絡会 青塚和子 

＜分科会Ⅲ＞ 「遊ぼう！おもちゃ遊びの再発見」   講師：おもちゃの図書館全国連絡会 髙村 豊 
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☆おもちゃ図書館ポップコーン☆      
               (大阪府大阪市) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
☆おもちゃ図書館あそびむし☆（東京都板橋区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   特集 

≪コメントの内容≫ 
①おもちゃのどんなところがお気に入りですか？ 

  またおもちゃ図書館を利用しての感想など 

②おもちゃ図書館の仲間から一言 

①つまんで入れるという単純な作業でも、上手にできたという達

成感が、とても嬉しいようです。また、鉄琴の音色が何とも美し

く、音が大好きな息子はそれを聞けるのも楽しんでいます。 

もともと指を使う作業が苦手で、初めて見る物は怖がって触れよ

うとしない息子でしたが、おもちゃ図書館に通うようになってか

ら色々なおもちゃに手を伸ばし、チャレンジできるようになって

きました。木のおもちゃは高価で中々購入できないので、温かみ

のあるおもちゃにたくさん出会えることをとても嬉しく思ってい

ます。（本郷奈々さん） 

②【お友だちの松丸朋樹君（４歳）のお母さん（松丸恵美さん）より】 

朋樹はよく「おもちゃ図書館に行きたい。」と言います。そして、

おもちゃ図書館に行くと目をきらきらさせて「かがみ君にあえる

かな。」と聞きます。朋樹にとっておもちゃ図書館は色々なおも

ちゃで遊べる場所であり、お友達に会える大好きな場所です。お

もちゃ図書館を運営してくださっているボランティアの方々や療

育センターの皆様に感謝しています。ありがとうございます。 

 

本郷かがみ君（4 歳） 

 

シロフォン付き玉の塔    
（クーゲルバーン） 

（ドイツ ベック社） 

①手指を操作しておもちゃを扱うことが難しいのです

が、このクラップボールは手のひらになじむので扱いや

すいようです。ボランティアさんや私とキャッチボール

をします。ボールを投げる時しっかりとつかめるので、

何度も振りかぶったり、弾ませて遊んだりして楽しんで

います。ふわふわ絵本は、布の感触を楽しみながら、中

にある仕掛けで遊びます。マジックテープをつけたりは

がしたりするページがお気に入りです。（若山教子さん） 
②「ポップコーン」はゆったりとおもちゃで遊ぶ場所で

す。難しい時には、ボランティアさんがそっと寄り添い

手渡してくれます。それが「グラップボール」でした。

車いすの上から自由に投げてキャッチボールができま

す。また「ふわふわえほん」は手触りとお話をゆったり

楽しんでいます。 

（おもちゃ図書館ポップコーン 清水谷眞由美） 

若山南さん（16 歳） 

 

 

①グラップボール  

（ＩＷＡＮＴ）※現在取扱なし 

②ふわふわ絵本 「アニマルズ」 

「できるかな」「のりものいろいろ」  

（ＣＯＭＨＯＵＳＥ ＫＩＤＳ） 

 

 

お気に入りのおもちゃ 

 お気に入りのおもちゃ 

おもちゃ図書館になくてはならないもの。それは「おもちゃ」「ボランティア」そして「子ども」 

夢中になって遊ぶ子どもたちの姿があってこそ、おもちゃ図書館の活動も、そこにいるボランティアも

楽しくイキイキとなります。障がいのある子もない子も、大人も子どもも、みんな「おもちゃ」が大好

きです。今回は、おもちゃ図書館を利用する皆さん（お母さん）から、お子さんのお気に入りのおもち

ゃについて、そして、おもちゃ図書館の楽しさや魅力などをお聞きしました。 



 ５ 

 

☆浦和トイライブラリーおもちゃ箱☆ （埼玉県さいたま市） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【寄稿】   ～すてきな居場所、おもちゃ図書館～ 

                            おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人 

                            すみだおもちゃ図書館    山本文子 

「おもちゃ図書館ってどんなところ？」と聞かれたら、「おもちゃがたくさんあって、好きなおもちゃで自

由に遊べる場所」とお話しするでしょう。・・・ここは、親子が一緒に遊び、気持ちを共感できる場所、子

どもが自分で選んだおもちゃだからこそ、一人でじっくり集中して遊びきることができる場所。「えっ！！

こんなこともできるんだ」と子どもの成長を発見する場所。お友だちと仲良く遊ぶ姿に社会性の広がりを感

じることもあるでしょう。全部、遊びが与えてくれる宝物です。 

忙しなく時間が流れていく今、暖かに空気が流れる場がおもちゃ図書館にはあります。大人と子どもが向

き合い、遊びを通して心も体も伸び伸びと育つすてきな居場所がおもちゃ図書館です。 

 

 

①大好きなキャラクターのアンパンマンが数字を読んでくれた

り、問題を出してくれるところ。「６」と「９」の違いが苦手

だったのですが、遊んでいるうちにだいぶはっきりしてきまし

た！ メインのお買いもののレジモードでは、附属のバナナや

缶詰だけでなく、家のものでも何でも形のあるものを“ピッ”

とすると適当に値段を言ってくれるところがすごいです。 

おもちゃ選びも実は親の嗜好に左右される面もあると思いま

すが、借りられると、それに束縛されないでおもちゃを選ぶこ

とができます。子どもに色んな角度から発達を促すものを提供

でき、成長が早い故にすぐ飽きられても親もがっかりせず気前

よく「じゃあ、違うおもちゃ！」と思えます。また、貸し出し

は、プラレール等セットのものもたくさんあるので、おもちゃ

同士で組み合わせて、ますます遊びが広がっています。 

地域に根付いた活動で子どもの成長を共に見守ってくださる

だけでなく、積極的に子どもの遊び相手、抱っこに入って下さ

るところが、「全部自分が子どもの相手をしなきゃ」というプ

レッシャーから解放され、いつも感謝です。（上田ゆかりさん） 

 

②最初に遊びに来た時、「年の離れたお兄ちゃんがいて」との話になり、お兄さんと同い年(高校生)の子

どもがいるボランティアが２人いて、その話で盛り上がりました。その時、プラレールを大量に貸し出し

たのを思い出します。返しに来た時様子をお聞きすると、お兄さんにもっと借りてきて～と言われたと

か？！お家でも、大きいお兄さんやパパと遊んだんだな～ととてもほほえましく思いました。その後も、

上田さんは自前の大きな袋持参で、毎回大量又は大物を借りていかれるイメージがあり、貸出について他

の方にお話しするときのネタにさせていただいています。（浦和トイライブラリーおもちゃ箱 柚口千佳） 

 

 

子どもと、どこかに遊びに行くのがとても大変で、ついつい出かけるのを渋ってしまうのですが、お

もちゃ図書館は何も考えず、遊びにつれて出ることができる唯一の場所です。なれない場所に連れて

行くと動き回ったり、触ってほしくないものを触ったり、なかなかおもちゃでじっくり遊ぶことがで

きない我が子ですが、遊びなれている園でなら、おもちゃでじっくり遊ぶことができ、私も安心して

子ども達の遊ぶ姿を見ていられました。また、他のお母さん方と楽しいおしゃべりに気持ちもリフレ

ッシュすることができました。おもちゃ図書館のおもちゃは我が家にはないおもちゃばかりで、毎回

「何を借りよう？」と楽しみにしています。（Ｔちゃんママより） 

上田倖生（こうせい）君（３歳） 

 

 

おみせでおかいものスキャンでピッピ！

アンパンマンレジスター 

（セガトイズ） 

お気に入りのおもちゃ 
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☆☆おもちゃ図書館ゆめロケット（会員 NO. ７３２） 奈良県橿原市 

  おもちゃ図書館ゆめロケットは平成 2７年４月に障がいを持つ幼児期の子どもとそのきょうだいの遊び

場としてスタートしました。母親 4人で立ち上げたボランティアグループ「スノーキャンパス」が地域の方々

のご協力のもと運営しています。音色や手触り、動きを楽しむ木のおもちゃや、おとなも楽しめるダンボー

ルパズル「まる・さんかく・しかく」など五感で楽しみ、人との関わりも育むようなおもちゃがたくさんあ

ります。 
 地元医学部の学生さんや障がい福祉・子育て支援等に携わる

方々が応援に駆けつけてくださり、運営に慣れていない母親た

ちのサポートやこどもたちの遊び相手になってくれています。  

皆様のご協力のお陰げで地域の集会所で月に 1回コンスタント

に開催でき、母親たちの出会いや情報交換の場にもなっていま

す。世話人さんや他のおもちゃ図書館を運営する先輩方にも

色々と教えてもらいながら、これからも笑顔あふれる遊び場と

して続けていきたいです 

        （おもちゃ図書館ゆめロケット 加藤愛子） 

 
 
 
☆☆パールおもちゃ図書館（会員 NO. ７３３） 東京都渋谷区 

社会福祉法人パール「特別養護老人ホームパール代官山」は、創設 16年を迎えました。平成 26年 12月

に、皆様方のご支援を頂き、おもちゃ図書館が誕生。 

高齢者の地域包括ケアの一環として、地域の保育園児、幼稚園児、小学生が定期的に訪問。当施設の入

所者･利用者がおもちゃを通して互いに触れあう場所となりました。子ども達が想像以上に積極的に高齢者

に話しかけ、一緒に楽しんでいる光景はほほえましく、交流する高齢者は笑顔になり、涙を流して喜んで

いる姿も見られます。子ども達は遊びの天才です。 

 子供たち、障がい者、高齢者は互いにおもちゃを通して触れ

あい、世代を越えて楽しむことを体験します。子供たちは人間

関係づくりの気配りを体験し、他者が喜ぶ幸せ感を共有しま

す。 

 開設してから 1年、今後もおもちゃや絵本を通して世代間交

流を重ねながら、子育て中の親が子育て経験者の話を聞き、子

育ての悩みが解決できる雰囲気作りも目指したいと思っていま

す。（パールおもちゃ図書館 山口カネ子） 

 

おもちゃの図書館全国連絡会に加入しているおもちゃ図書館は現在（平成 28年 1月）４０５館です。

実は、今回ご紹介する「おもちゃ図書館ゆめロケット（奈良県）」が加入してくださったことで「全国

４７都道府県」すべてに会員が揃いました！ゆめロケットを運営する「スノーキャンパス」の皆さんは、

おもちゃ図書館の原点でもある「障がいのあるお子さん」を持つお母さま方のボランティアグループで

す。一方、「パールおもちゃ図書館」は、近年増えている「老人施設内でのおもちゃ図書館」となりま

す。福祉施設の地域貢献、地域交流、世代間交流の場としておもちゃ図書館が広がりつつあります。い

ろいろな形で設置、運営されているおもちゃ図書館。その時代に必要とされる新しい形も生まれながら、

仲間が広がっていくといいですね。 
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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「私のお気に入りおもちゃ」を紹介してい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           平成 27年 10月 12日～13日   

アクロス福岡 

       ～主催：日本おもちゃ図書館財団・福岡市おもちゃの図書館連絡協議会～ 

 

 福岡市でおもちゃ図書館をもっと知ってもらおう！と「おもちゃの図書館手作り遊具展」を開催すること

にしました。場所が決定するまでずいぶん検討しましたが、福岡市の中心にあるアクロス福岡で開催するこ

とが出来、一日半の開館でしたが、300名余の入場者がありました。また、入場者のアンケートによると、

おもちゃ図書館を知らなかった人が、知っている人を上回り、知ってもらう、

触ってもらう目的が達成できたと思います。興味を持ってチラシを持ち帰る

人や、障がい児の兄弟が他の子どもたちと遊ぶ姿を見て、スタッフ一同「開

催して良かった」と安堵いたしました。また今回は 5グループ合同で開催し

ましたが、約 1年間の毎月の会議を含め、日頃出来ない近郊のグループとの

交流もでき、とても有意義な「手作り遊具展」となりました。 

（福岡おもちゃ図書館ポケット 吉田淳子） 

菰野おもちゃ図書館ハッピー（三重県）  

  東海北陸地方世話人  近藤恭弘 

 

はじめまして。東海・北陸地方世話人の近藤です。この地

区の世話人を拝命しまして 2年目になりました。おもちゃ図

書館の普及、地域の連絡調整等を任されておりますが、私自

身は十分な活動につながっていないところもあります。しか

しながら今後も微力ながらおもちゃ図書館会員の皆様方の

ため、またおもちゃ図書館に来られる親子様方のために全力

を尽くしたいと考えています。 

さて、私どもの「菰野おもちゃ図書館ハッピー」をご紹介

させていただきたいと思います。開館は平成 21年 8月です。

設置・運営は障害のある子どもを持つ親を中心に設立した

NPO法人です。「菰野おもちゃ図書館ハッピー」は開館から

6年が経過し、開館を楽しみにしてくれている子どもたちが

会場を走り回り、親たちはその姿を見ながら情報交換をした

り、悩みを話したり相談をする場になっています。今後は子

どもの療育に携わる親、ボランティアの研修や講習の実施、

また関係機関や福祉施設との連携及び共同活動を行ってい

きたいと考えています。そして地域福祉の一翼を担うことの

できるおもちゃ図書館でありたいと思っています。 

 

 

 

【人気のおもちゃ】 

☆RODY （イタリア Ledraplastic社） 

☆アンパンマンすべり台（PINOCCIO） 

こちらがお目当てのお子さんが大勢

います。家にない大型のおもちゃは人気

です。 

全国各地より 
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新入会員のご紹介 

 ≪NO.738≫おもちゃ図書館レインボー   （東京都武蔵村山市） 

 ≪NO.739≫おもちゃ図書館Toy’n（東員）  (三重県東員町） 

 ≪NO.740≫基山町おもちゃ図書館       (佐賀県基山町） 

 

  

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）               

☆賛助会費 

西条おもちゃ図書館ぽけっと 天使のおもちゃ図書館はばたき 

校舎の無い学校附属おもちゃの図書館 おもちゃ図書館ピコ 

一般社団法人くるり よさみ保育園 白川町おもちゃ図書館ありす 

（有）玉屋  いずのくにしおもちゃ図書館 函南おもちゃ図書館 

特定非営利活動法人コスモスクラブ かながわ地域活動ホームほのぼの 

おもちゃ図書館あるむトイクラブ ニューサービス日経西日暮里 

児童発達支援センター呉本庄つくし園 たつのこおもちゃライブラリー 

町田移動おもちゃ図書館 町田おもちゃ図書館 仙台楽生園 

昌玲寺 三鷹おもちゃ図書館 布のおもちゃ作りボランティアほたる 

特定非営利活動法人どろんこ 佐賀市おもちゃ図書館むつごろう文庫 

子育て支援センター串間おもちゃライブラリー 三鷹おもちゃ図書館 

四日市市おもちゃ図書館 特定非営利活動法人ひまわり ㈲雷屋 （株）メガハウス マザームーン 

なかまおもちゃライブラリーポッポ おもちゃ図書館ひつじぐも よどがわおもちゃ図書館ろばの子 

和泉愛児園 横浜おもちゃ箱 大口おもちゃ図書館さくら 延岡子ども発達支援センターさくら園  

おもちゃ図書館上田メリーゴーランド 香取市おもちゃ図書館どんぐり 米子おもちゃ図書館  

浦和トイライブラリーおもちゃ箱 保井五雄 神﨑真理子 中山裕登 菊池春子 永井美智子  

関口晃市 川口美代子 吉田真津子 伊部美智恵 岸江ちづ子 佐伯万里子 山田順子 丸谷一郎 

山極たづ子 宮﨑眞理子  阿由葉弘美 谷津嘉章 澤佐景子 宇井真理子 鹿浜かよ 小林久利  

高嶋惠美 中嶋武子 藤田満幸 藤田陽菜子 広瀬㐂久枝 癸生川一之 都築芳子 立川百恵  

笹島昌子 清水基弘 青塚和子 山崎美貴子 山田宜廣 柚口千佳 増田ゆき 弘津憲子 朝川修子 

佐々木照子 村形キミ子 村形聡 宮崎良子 中山信孝 

 

☆日本出版販売（株）より「日販よい本いっぱい文庫」 

全国９８カ所のおもちゃ図書館に寄贈していただきました。 

 

  

 

 
 

 

＜編集後記＞ 
新年あけましておめでとうございます。新しい年は何かと人が集いますね。そんな時、我が家ではパーティの最

後に福引きをします。じゃんけんで勝ちぬいた人が一番先に自分の好きな商品を中から選べます。そしていよいよ

じゃんけんが始まると、いつでもグーを出す人、チョキを出す人となかなか決まりません。わぁわぁと、子供にか

えって大きな声を出し、手を動かし、次に何を出そうかと頭も使います。思いがけずにいい運動が出来ます。こん

な遊びがあったなんてすっかり忘れてしまっていました。これからも何かあったらジャンケンポンです。今年もど

うぞよろしくお願いいたします。（鹿浜）         （編集委員→安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井） 

  

  

 

 

【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 

 

≪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 

 

～事務局より～ 
【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 

トイポスト 123号「お詫びと訂正」 

Ｐ５特集記事   

おもちゃの図書館あいじえんの所在地が間違っ

ていました。 

正しくは「東京都豊島区」です。 

＜アジア会議開催について＞ 

2016 年 6 月 18 日～20 日 

  台湾にて開催されます。 

開催要綱や、申込みなど詳細に

ついては（1 月５日現在）発表

されていません。お問合わせは

連絡会事務局へお願いします。 


