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「一億総活躍社会」という言葉に、私は、思わず「おもちゃ図書館のこと？」と思った。というのは、
「おもちゃ図書館」は、こどもから高齢者まで、男女、障がいのある人もない人も外国籍の人も、ボラ
ンティアとして大活躍しているからだ。
昨年、札幌市で開催されたおもちゃ図書館ボランティア北海道地区研修会に参加したが、８０代９０
代のきらきら輝くボランティアさんがいっぱい!女性はもちろんのこと、定年退職した男性も、しっか
りと活躍している。そして実年齢より２０歳も３０歳も若々しく見え
て、素敵なのだ。荒川おもちゃ図書館では、２歳のあおちゃんも、お
母さんと一緒に親子でボランティア活動をしている。
全国各地のどのおもちゃ図書館にも、困っている人がいたら、ほっ
とけないボランティア魂をもった多世代の人々がたくさん活躍して
いる。
もう一つ、最近よく話題になっている「居場所」づくり。
おもちゃ図書館は、３５年前から障がいのある子や親にとってほっ
とできる地域の「居場所」づくりを取り組んできた。

あおちゃんは、宮城県から東京に避難
してきて東京で生まれました。ママと
一緒にマットを準備しています

そして、障がいのある子どもたちの「居場所」は、長年の親たちや
支援者の運動によって、地域に広がり、児童ディや放課後ディをはじめたくさんの場所ができてきた。
しかし、そうした「福祉サービス」が充実した一方で、障がいのある子とない子が共に育ちあう場は、
残念ながら少なくなっているように思える。そして何よりも、家族の力や地域の力が弱まり、人と人と
のつながりが希薄になった今、顔と顔を合わせてつながる居心地のよい「場」が必要とされている。お
もちゃ図書館は、障がいのある子もない子も親もボランティアにも、みんなの「居場所」である。私た
ちは、おもちゃ図書館を必要としている親子、ボランティアに、地域にこんな素晴らしい活動があるこ
とを、もっともっと伝えていくことが大事！
おもちゃ図書館全国連絡会は、ＮＰＯ法人を取得し１年。全国各地のおもちゃ図書館の魅力をより多
くの人々や機関、団体に、トイポストやフェイスブック、ホームページ、口コミで、どんどん伝えるこ
とこそ、活動の推進につながると考えている。そのためには、一つ一つのおもちゃ図書館からのフレッ
シュな報告を、電話でもメールでも手紙でも届けてほしい。
特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長
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鈴木

訪子

一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の「山科直治記念 文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」は、
おもちゃ図書館の運営充実と活性化をはかるとともに、子どもの遊びが潤いのある豊かなものになること
を目的として実施されています。対象は、おもちゃの図書館全国連絡会の会員、対象事業は①文化活動（観
劇、観賞会、料理教室、音楽教室、コンサート等）②スポーツ活動（スポーツ教室、スポーツ観戦、旅行、
遠足等）③レジャー活動（お楽しみ会、クリスマス会、誕生日会、謝恩会等）となっています。
平成２７年度は、２０館が助成を受けました。

☆「馬っこパーク・いわてへ行こう！

〜ホースセラピー体験〜」
花巻たんぽぽおもちゃ図書館（岩手県花巻市）

平成２７年度のおもちゃ図書館行事として、レジャー活動支援事業の助成金を使わせていただき、
１０月１１日（日）大型バスを借り上げ、滝沢市にある「馬っこパークいわて」に行きホースセラピー体験
をしてきました。当日はあいにくの雨模様で肌寒い日ではありましたが、子ども、保護者、ボランティアも
含め３９名が参加し、乗馬体験等をすることができました。車椅子の方でも上手にバランスを取って馬に乗
ることができましたし、乗馬が苦手な方々も、
ウサギ、ヤギ、ニワトリなどの小動物と触れ合
い、自然の中で楽しむことができたようです。
おかげさまで、有意義な体験をすることができ
ました。ありがとうございました。
（花巻たんぽぽおもちゃ図書館

牛崎恵理子）

☆夏の夜の「カレーパーティ」
よどがわおもちゃ図書館ろばの子（大阪府大阪市）
毎年夏になると、子供たちが楽しみにしている行事の一つに「カレーパーティー」があります。夕方子供
たちがお父さん、お母さんと一緒に集まって夕食までの間、スーパーボールすくい、ペットボトルボウリン
グ他ゲームコーナーで楽しく遊びます。６時になって待ちにまったカレーを美味しく頂きます。その後学生
ボランティアさん達による大型絵本や紙芝居を観ます。する方も観るほうも真剣でした。そのころ外はすっ
かり暗くなり、楽しかったカレーパーティーも花火で終わりです。５年ほど前から福祉系の専門学校の学生
ボランティアさんにお手つだいに来ていただいています。おかげで第９回目のカレーパーティーも無事終え
ることができました。子供たちは１０回目のカレーパーティーを今から楽しみにしています。今年のカレー
パーティーも子供たちの笑顔がいっぱ
い見られますよう計画していきたいと
思います。最後になりましたが、助成
をしていただき本当に有難うございま
した。（よどがわおもちゃ図書館ろば
の子

岩崎美由紀

）

※平成２８年度「山科直治記念文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」
募集開始しています！（締切 平成２８年 5 月 25 日）
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☆☆おもちゃ図書館きらっと（会員 NO. ７３４） 長崎県南島原市
「おもちゃ図書館きらっと」は、社会福祉法人白寿会地域密着型特別養護老人ホームアメニティいわど
に、平成 26 年 2 月開設されました。長崎県では唯一、特別養護老人ホームの中にあるおもちゃ図書館で
す。１年 365 日（施設行事のため閉館する時もあります）９時から 19 時まで開館しおり、平成 26 年度は
682 名の利用がありました。
きらっとは、当法人の理念の一つである「環境に優しい福祉」を実現
するため木育を推進しており、木のおもちゃや絵本を置いております。
地域の子供さんだけでなく、当施設利用者様のご家族、保育園や学童、
障害者施設からも定期的なご利用があり、おもちゃを通して当施設の入
居者の皆様と交流を図っています。
開設して２年になりますが、今後も一人ひとりの違いを認め合い、共
に生きる地域作りを目指して活動を続けたい行きたいと思っています。
（おもちゃ図書館きらっと

久間雅文）

☆☆おもちゃ図書館千石こじゃり（会員 NO. ７３５） 東京都文京区
絵本と子育てのまち千石、大きい道と住宅街が混在する落ち着いた雰囲気
です。その千石駅から徒歩 1 分の大通り沿いに位置するのが、「おもちゃ図
書館千石こじゃり」です。 毎週月曜日（祝日を除く）13 時～18 時ごろまで、
妊娠中から 3 歳くらいまでの親子が安心して遊べる木のおもちゃを揃えてい
ます。運営主体は、実は不動産屋さん。文京子育て不動産という「都会の子
育てをもっと楽しく、一緒に！」を合言葉に活動をしている子育て中の家族
だけを対象にしている一風変わった不動産屋さんです。
代表は、高浜直樹。今年 1 月に次女が生まれたばかりの、パパです。自分
が子育てを楽しむために、子どもたちを幸せに育てるために、まずは地域の
子育てが楽しくなることが大切と考えて、職場を開放しています。
（おもちゃ図書館千石こじゃり

高浜直樹）

☆☆ひだまりおもちゃ図書館（会員 NO. ７３６） 愛知県名古屋市
ひだまりおもちゃ図書館は 2012 年 4 月に開設し、NPO 法人ひだまりの丘が名古屋市の助成金の元、運
営している親子で遊べるつどいのひろば「おもちゃのおうち」内に併設されています。マンションの一室
を利用し 1 日 5 時間・週 5 日開放しています。木のおもちゃを中心とし、動きや音を楽しむおもちゃ、指
先を使うおもちゃなど体で感じることが出来るおもちゃを沢山そろえています。また、絵本も充実してお
り、自由に手に取って頂けるようになっています。つどいのひろば内に
併設されているため、ひろばでの季節のイベント、おはなし会、工作や
造形イベント、親子クッキングなど毎月親子で楽しめるイベントを定期
的に開催しています。保育士や子育て経験のあるママスタッフが常駐し
ており、安心して遊べるようママと子のサポートもしていきたいと思い
ます。

（ひだまりおもちゃ図書館
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角田圭代）

～東日本大震災 支援活動プロジェクト～ さくら通りだより

第 15 号（2016 年 3 月）

特集
おもちゃの図書館全国連絡会は、2011.3.11東日本大震災以降、私たちの仲間がいる東北３県の安否確
認から始まり、支援のための募金活動、そして被災地である石巻、南三陸町、そして福島県内のおもちゃ
図書館や子どもたちのところへ直接出向き、さまざまな支援活動を継続してきました。 また、全国のお
もちゃ図書館の会員の皆さまにも参加いただき、宮城県での研修会も実施しました。
そして、5年目を迎えた現在、その復興への歩みは決して早いものでありません。東北3県の復興住宅や
被災エリアの工事は、さまざまな理由で予定通りには進んではいないようです。しかし、南三陸町の「南
三陸おもちゃ図書館いそひよ」は、新しい拠点であるログハウスが平成26年7月に完成し、そこで遊ぶ子ど
もたちの笑顔も戻ってきました。また、震災の時に子どもたちとその親子を受け入れた宮城県の「おもちゃ
図書館ずんだっこ」は、震災後におもちゃ図書館の仲間になりました。
今回の支援活動を通じて、さまざまな出会いやつながりが生まれました。多くの方や団体、海外からも
沢山のご支援をいただきました。福島市の聾学校や盲学校、保育園には、定期的に活動の受入れをしていた
だき訪問してきました。このご縁を大切にしたいと思っています。
５年目を迎え、皆さまにご協力をいただいていた被災地支援募金も一つの区切りをつけたいと思います。
今までは、支援活動という形で取り組んできましたが、これからは「交流」へつなげていきたいと思います。
皆さまからのご支援、大変ありがとうございました。全国に、そして世界におもちゃ図書館の仲間がい
るという心強さを今回ほど感じたことはありません。これからも、このネットワークは、大切にしていき
たいと思います。

（特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会

事務局長

浅野芳明）

～復興途上・いそひよのさえずり～
宮城県南三陸町

おもちゃの図書館いそひよ
代表

平成 26 年 7 月、あの日から三年が過ぎ『いそひよ』の活動拠点が
ログハウスとして完成(立教女学院様等支援)したとき、「やっと落ち
着ける」とメンバー一同安堵しました。
おもちゃや遊具、本なども『おもちゃの図書館全国連絡会』はじめ
全国各地の多くの方々から贈っていただき、楽しく過ごせるようにな
っています。
平成 25 年 9 月に実施した「東京・横浜一泊旅行」では、7 家族 25
名が参加しましたが、それも皆様方のご支援があったからこそと感謝
しております。
一方、街全体を壊滅した大震災は、障がい者の暮らしにも大きな影
響を与えました。南三陸町にそれまで無かった、障がい児童の放課後
等デイサービス事業や日中一時預かり事業を実施する NPO 法人が設立
され、土曜日も受け入れていただける事になり『おもちゃの図書館・
いそひよ』はせっかくの拠点を有効活用できているとは言えない状況
になっています。すべての被災者が仮設住宅から移転し、町全体が落
ち着ける時期になったら、本来のおもちゃの図書館活動が復活できる
のではないかと期待している 5 年目の春です。
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清美

これまでにいただいた支援金・助成金
総額 12,820,704 円（平成 23 年 3 月～平成 28 年 3 月）
*支援金募金

276 件

4,491,104 円

*寄付

英国玩具協会
全国児童発達支援協議会

*各種助成金

活動報告

1,283,200 円

ＧＡＰ

500,000 円

300,000 円

中央共同募金会

2,475,727 円

日本おもちゃ図書館財団 2,000,000 円

メソニック被災地支援

1,520,000 円

住友ゴム CSR 基金

200,000 円

（平成 23 年 3 月～平成 28 年 3 月）

移動おもちゃ図書館（宮城・福島）

50 件 （南三陸町福興市や福島市での活動など）

被災地おもちゃ図書館のお見舞いや支援

18 件 （生活物資やお見舞い金、おもちゃ購入費など）

活動支援金

16 件 （各地のおもちゃ図書館の支援活動への支援）

被災地おもちゃ図書館お楽しみ企画

8 件 （被災地域のおもちゃ図書館の活動への支援）

被災地へのおもちゃ寄贈

7 件 （被災地域のおもちゃ図書館へおもちゃ寄贈）

南三陸町

福興市にて移動おもちゃ図書館

たくさんの手作りおもちゃが集まりました！

～福島ボランティア 5 年目に～

東京都八王子市

山田雅彦

おもちゃの図書館の、福島ボランティアの一員として福島市内の保育
所、障がい児学童施設、また聾学校福島分校の支援に参加するようになっ
ていつの間にか５年目になった。
2011 年の活動当初は原発事故の影響から屋外で遊ぶことができず、屋内
でしか遊べなかった園児たち。そのいたいけな彼らを相手に、紙芝居と素
敵なおもちゃを介してともに遊んだのは、とにかく心の底から楽しかった。
彼らの紙芝居をじっと見つめる真剣なまなざし、純粋な反応と率直な喜び
の表情。中には紙芝居舞台の背後まで偵察に来た子どももいた。そしてお
山田さんの紙芝居：福島市春日保育所にて

別れの言葉やハイタッチに込められた感謝の気持ち。

学童施設では別れがたくて奥に引っ込んだまま出てこない小学生、砂利石をポケットに押し込んで逃げ去った
小学生もいて、こちらもその純粋さに思わず胸が詰まったこともあった。また、ろう学校の小学生は初めて訪問
した時には私たちの腰くらいの背の高さだったが、今ではその背は私たちに追いついて顔も大人びて、思いっき
りの自己表現もするような成長ぶりを見せてくれるのも頼もしい。
スタッフ一同は、むしろ毎回感動を子どもたちからいただいていると感じている。彼らとの楽しい触れ合い
から思い返すのは、いつもその「笑顔」ばかりだ。その子どもたちの「笑顔」のために、彼らのかわいい胸の中
にある豊かな未来のために、これからも頑張りたいと思う。

山田さんはじめ、多くのボランティアの方にご参加をいただき、福島での移動おもちゃ図書館を実施し
てきました。おもちゃ図書館のボランティアは様々な方が、様々な方法で関わることができます。震災を
きっかけにした活動ではありましたが、継続する中でボランティア同士の学びや気付き、受入れ側の皆さ
んからのニーズへの対応や交流など、おもちゃ図書館活動がもつ多様性を考えることができました。

５

ボランティアによる「おもちゃ図書館」活動が始まって 32 年が過ぎました。まだまだ｢障がいのある
子｣が安心してゆっくり遊べる場所が少なかった頃、障がいのある子どもたちに心を寄せ、おもちゃ図
書館活動を始めたボランティアが全国に大勢いらっしゃいました。ボランティアの高齢化はもうずいぶ
ん前から言われていますが、近頃は、各地のおもちゃ図書館からボランティアの高齢化や介護などの諸
事情を理由とした「閉館」のお知らせをいただくことが増えました。そんな中、昨年は地域の中で長年
大きな役割を果たされ利用者の皆さんから愛されてきた「出雲ふれあいおもちゃ図書館」より閉館のお
知らせが届きました。残念なことは言うまでもありませんが「長い間、本当にありがとうございました」
という感謝の気持ちでいっぱいです。

☆出雲ふれあいおもちゃ図書館☆ (島根県出雲市)
『ありがとう

おもちゃの図書館』
出雲ふれあいおもちゃ図書館

～平成２７年３月閉館～

原泰子

トイポスト 12 号表紙の大きなベアに驚く K 君 R さん、28 号の十
周年記念会場で進み出て乾杯を唱えた I 君、床から両腕で車椅子に乗
り降りする T 君、33 年間両親とボランティアで開くおもちゃ図書館
で遊び成長し今は 30 代後半、夫々（それぞれ）障がい者支援施設に
通い働いています。成人するまでいろいろな場面で私達はたくさんの
感動を得ることができました。
「子どもがあってのおもちゃ図書館」
「33 年間第２日曜は親子で図書館に充てて来ました」
共に活動して来た親ごさんの言葉です。
十周年の東京行き、中国四国各地での研修交流会も皆で出かけ
おもちゃ図書館の仲間と活動があったからの豊かな思い出です。
市立図書館の一室での開館が、おもちゃ図書館のネーミングに
繋がり定着し、社協、市民の方々の理解協力を得て来ました。時
代の流れもあり終止符を打つのは残念でしたが、幸い沢山の玩具
は、障がい児の学童保育と高齢者施設へ譲ることができました。
私達にとっておもちゃ図書館は生活の一部であり、人生の心の
財産でもありました。出会いを感謝しています。

島根日日新聞

平成 27 年 3 月 16 日掲載記事

平成 27 年 3 月 8 日

【寄稿】

最終日に皆さんと

～先輩は「おもちゃ図書館応援団」～
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

永年の活動ご苦労様でした。先輩方の姿は、後からついていくものにとってはお手本であり、生きる姿勢
を教えてくださっています。そして、子どもたちや障がいのある方々、周りの方々に対する愛があふれてい
ます。本当にありがとうございました。また、ボランティアは心の活動ですから、卒業は無いと思います。
きっと先輩方も、心の活動は継続中ですね。
先輩方の大きな愛と同様、各地のおもちゃ図書館の存在も、行けば誰かにあえて話ができ、ちょっとホッ
とできる場所になっている事でしょう。小さな子どもたちが今来なくても、そこにある事で心の支えになり、
青年になった方々の居場所にもなっています。ボランティアさんたちの老化防止（？）にもなっているので
ないでしょうか。活動当初の存在意義とは違っても、地域の中の絆を作る大切な活動です。
おもちゃ図書館は閉館されても、障がいのある子どもたちに心を寄せて下さっている、大切な仲間に変わ
りはありません。これからも、全国連絡会の活動や、各地のおもちゃ図書館の仲間を見守って下さいますよ
うお願い申し上げます。

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「私のお気に入りおもちゃ」を紹介してい
ただきます。

新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ（愛媛県）

中国四国地方世話人

松山明子

「障がい児や、地域の子どもが安心して遊べたらどんなに素敵なことだろう」
平成７年、仲間たちと手作りおもちゃ作りから活動を始めました。遊んでいる子どもの様子や、障
がいのある子どものお母さん、学校の先生、利用者の感想を聞きながら進めています。完成したおも
ちゃは、新居浜市総合福祉センター内のおもちゃ図書館で、第２、４土曜日はボランティアさんも一
緒に、他の日は、保護者同伴で自由に遊んでもらっています。おもちゃの貸し出し、移動おもちゃ図
書館、出前講座、クリスマス会、また、平成１３年から和太鼓練習もしています。研修会、アジア会
議、国際会議にも参加し勉強したり、世界の人たちと交流しています。毎年１年間の活動報告展を、
市役所ロビーで開催します。多くの市民に見ていただき理解と支援の輪が広がっていきます。

【人気のおもちゃ】いずれも製作は、新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポの皆さん
（左より） うみであそぼう・ジャンボケーキ・おてだまプール

全国各地より

平成 28 年 1 月５日～17 日
あかがねミュージアム

～主催：新居浜市教育委員会・あかがねミュージアム運営グループ・新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ～

『笑顔のあかがねミュージアム

～２０年の歩み

私たちの「たからもの」展～』

平成 28 年１月５日～17 日まで、20 年の歩み 私たちの「たからもの」展を、完成したばかりの新居浜
市美術館市民ギャラリーで開催することが出来ました。
開催にあたり、全国のおもちゃ図書館の皆様にご協力をお願いしたところ、北から南
まで１１館のおもちゃ図書館が快く大切な手作りおもちゃを貸してくださいました。本
当にありがとうございました。おかげさまで、計 12 館の素敵な展示になりました。会
場には多くの市民（12 日間で５千人）が来てくれ、子どもたちが「あそべるスペース」
で一日中、楽しく元気に遊んで「あかがねミュージアム」は笑顔が一杯になりました。
全国の皆様に紙面をお借りしてご報告と心からの御礼を申し上げます
（新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ 松山明子）
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インフォメーション

☆「平成２８年度

おもちゃの図書館ボランティアの集い」

[日 時] 平成２８年６月１０日（金）10 時 30 分～12 時 30 分
[会 場] 東京臨海広域防災公園 レクチャールーム（そなエリア）
[内 容] 永年表彰 基調報告 講演 他
[参加費] ５００円 ※参加費は、当日会場にて徴収いたします。
[主 催] 特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
※同日 14：00 より「特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会」の総会を開催します。

☆一般財団法人日本おもちゃ図書館財団助成金
☆平成 28 年度

募集中

おもちゃ等の購入助成事業

Ａ申請（既設のおもちゃ図書館対象）おもちゃセット 10 万円相当 締切：平成 28 年 5 月 25 日
Ｂ申請（新設のおもちゃ図書館対象）おもちゃセット 20 万円相当と備品購入資金 申請は随時可能
☆山科直治記念「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」

☆第 5 回おもちゃ図書館アジア会議 2016

締切：平成 28 年 5 月 25 日

（台湾）

テーマ「玩無限、愛無限」（Infinite Play、Infinite

Love）

☆日程：2016 年６月 18 日～20 日
☆場所：国立台北教育大学ホール他
☆主催：中華民国遊戯協会 夢想遊園地
☆共催：国立台北教育大学デジタル技術デザイン学科
☆開催要綱ならびにお申し込みはウェブサイトよりご確認ください。http://www.dream.org.tw/

～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

新入会員のご紹介
≪NO.741≫港南区地域活動ホームそよかぜの家おもちゃ文庫
（神奈川県横浜市）

≪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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費
いいじまおもちゃ図書館 ますだおもちゃの図書館 ＮＰＯ法人みんな
アトリエエヌ 成田道子 岸本理香 山下和子 佐藤富士子 鈴木訪子
浅野芳明 後藤哲子 大貫輝子 大貫真一

☆寄付
(株)トイカード

千葉礼子

箭内貴史

＜編集後記＞
震災から５年、時間の経過により問題も多様化しているようです。支援から「交流」へ、今までの沢山の
出会いをつながりに代えていけたらと思います。おもちゃ・えほんに触れることで「安らぎのひと時を」と
願っています。
ボランティア活動を担う人の高齢化、ニーズの変化等、継続は大変なこと。活動を終えるおもちゃ図書館
もあり、また新たに開館するおもちゃ図書館もあり、関わる人・場所は違いますが、思いはつながっていく
のだなと感じています。（園山）
（編集委員→安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井）
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