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平成２８年６月１０日に、特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会第二回総会を開会し、別載
の通りにご承認頂きました。よろしくお願い申し上げます。全般的に予算は厳しく、様々な工夫と会員の
皆様のご協力がなくては、ご要望にお応えできる活動にはなりません。活発にご意見が交換され、今後の
活動に反映させてまいりたいと存じます。
今年度、長年実施してきた各地区ごとの研修会が諸般の事情により実施しない方向となりました。これ
まで大切にしてきた地域での交流が難しくなったところを補うように、各地域でのネットワークを活用し、
さらに交流や学びが深まるように活動を進めてまいりたいと存じます。全国連絡会として、皆さまの活動
をバックアップできるように、情報の収集と発信に力を入れてまいります。
また、４月１４日に発生いたしました熊本地震で被災されました皆様に、心からお見舞いを申し上げま
す。全国連絡会としても地域のニーズに合った支援活動をしてまいります。
楽しいおもちゃ図書館活動で、心の絆、心の支え、生きがい、心のバリアフリーを育み、誰もが「生ま
れてきてよかった」と思える社会づくりを共に実践してまいりましょう。
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

平成２８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（おもちゃ図書館ボランティア）講座の実施 初級、中級
（２）おもちゃの図書館ボランティアの集いの開催
２．ボランティアコーディネート

３．講師派遣・推薦

第２ 子どもたちの遊び場事業
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．活動状況調査

２．新規おもちゃ図書館たちあげ支援

３．相談支援事業

４．啓発物品の製作・配布 ５．ネットワーク推進事業

６．関係団体等の連絡調整及び協力
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平成 28 年 6 月 10 日（金）10：30～12：30
東京臨海広域防災公園そなエリア レクチャールーム（参加者 102 名）
内容：基調報告・永年活動表彰・講演「おもちゃ図書館から生まれる輪」草貴子氏
今年もおもちゃショーに合わせて、東京臨海広域防災公園そなエリアにてボランティアの集いが開催さ
れました。この公園は、大規模な災害発生時に、現地における被災情報のとりまとめや災害応急対策の調整を
行う「災害現地対策本部」等が置かれる首都圏広域防災の拠点施設です。平常時には、防災情報の交換や、各種
訓練など発災時に備えた活動、来園者を対象とする体験・学習・訓練を実施しています。今回、東日本大震災の
後、地域の町会が立ち上げた「おもちゃ図書館ずんだっこ」の代表・草貴子さんに、町会の立ち上げや震災での
様々な経験、地域でのおもちゃ図書館活動など、防災の視点も交えて講演していただきました。また、4 月に発
生した熊本大地震の後の九州地区の皆さんの取り組みや今後の支援活動について、報告いたしました。
この集いは、年に 1 度おもちゃ図書館のボランティアの皆さまが全国から集まっていただくことができる貴重
な機会となっています。
☆アンケートより
＊参加者（北海道～群馬・横浜・名古屋・大阪・福岡～）この事だけでも充分に参加させていた
だいた価値があると思う。 ＊被災地の現状とおもちゃ図書館の仲間の活動内容を聞かせていただき大変参考になりま
した。 ＊地域とどのようにかかわり、協力していくか、今後の参考になりました。

受付の様子

100 名以上の方が参加しました！

講師の草貴子氏（おもちゃ図書館ずんだっこ）

おもちゃ図書館ボランティアの集いの中で、永年（20 年・30 年以上）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。今年は贈呈先 9 館、当日はその中か
ら３館が参加し、表彰を受けました。

【永年活動表彰状贈呈先】
≪30 周年≫
長野県 上田市 上田おもちゃ図書館メリーゴーランド
岐阜県 中津川市 なかつがわおもちゃ図書館
千葉県 船橋市
船橋東おもちゃ図書館
左から
千葉県 習志野市 むつみおもちゃ図書館
裕の会・竹内さん親子
山科理事長 名古屋市 北区 名古屋市社会福祉協議会おもちゃ図書館ともだち
むつみ・米原さん
福岡県 中間市
近江八幡 向井さん
≪20 周年≫
中央は山科誠代表理事
左から 裕の会 竹内さん親子
むつみ 米原さん
近江八幡 向井さん

なかまおもちゃライブラリーポッポ

千葉県

九十九里町

裕の会

愛知県

一宮市

おもちゃ図書館「おもちゃの城」

滋賀県

近江八幡市

近江八幡市おもちゃ図書館「宙」
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友遊おもちゃ図書館

日時：平成 28 年 6 月 10 日（金）１４：００～１５：００
会場：東京臨海広域防災公園そなエリア レクチャールーム
総社員数：１６９

出席した社員数： １２２（出席者３０ 委任状３５ 表面議決５７）

ボランティアの集い終了後、14：00 より平成 28 年度（第
２回）通常総会が開催されました。髙村議長のもと、平成 27
年度事業報告、会計報告、28 年度事業計画、活動予算書につ
いて、すべて原案通り承認可決されました。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、連絡会ＨＰよりご覧いただけます。

平成 28 年 6 月 9 日（木）14：00～17：00 （参加者：30 名）
会場：荒川区立障害者福祉会館アクロスあらかわ
全国各地のおもちゃ図書館活動に関わるリーダーが集い、各地の活
動についての情報交換や地域のネットワークについて討議し、おもち
ゃ図書館のさらなる発展を考える目的で開催されました。当日は、全
国より世話人のほか県連や市連から代表者の参加もあり、各地での取
り組みについて発表がありました。今後は、各地の活動について情報
収集と発信、また連携をすすめていきたいと思います。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

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たくさん頂いております。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。ご
協力いただきましたメーカーの皆様、日本玩具協会様、あり
がとうございました。

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 株式会社ヤマサン プラントイジャパン株式会社 ピープル株式会社
株式会社トイコー

株式会社リ－メント 株式会社ダッドウェイ ローヤル株式会社

マテル・インターナショナル株式会社 三共理研株式会社 株式会社池田工業社
株式会社学研ステイフル 株式会社サンライズ 株式会社アイアップ

株式会社シー・シー・ピー

株式会社アガツマ イワヤ株式会社 株式会社ジョイパレット 株式会社モーカルインターナショナル
パイロットインキ株式会社

KIDDIELAND TOYS LIMITED
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多くのおもちゃ図書館が、活動開始から 20 年、そして 30 年以上継続して活動されています。その中から
今回、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。

≪30 周年≫
☆☆おもちゃ図書館うえだメリーゴーランド（会員 NO.５）長野県上田市
定例会の際、おもちゃドクターさんが「治療」をする様子を心配そうにみつめる男の子がいました。人
気のあるおもちゃで、これまで何度も「入院」していますが、今回の容態はちょっと深刻そう。その後回
復の様子。また、ある時、手作りおもちゃ「カタカタ」の作り方を質問してくれた男の子。（説明は簡略
化した）「ミニカタカタ」を作ってきてくれたおもちゃドクターさん。
昭和５８年、蓮の音こども園に常設されて以来、３３年を経て私た
ちボランティアに受け継がれた思い。それは、子どもたちを取り巻く
環境が変わっても、人と人とのぬくもりを感じながら、こだわりのお
もちゃと共に、創造性・社会性をプラスにできる「場」を提供するこ
とへの「使命感」でしょうか。
今後も、時代のニーズを受け、形を変え、子どもたちの近くで見守
る活動でありたいと思っております。
（菊池久美子）

☆☆なかつがわおもちゃ図書館（会員 NO.２９）岐阜県中津川市

学生ボランティアさんも
活躍しています

1984 年 7 月に中津川市社会福祉協議会の事業の一環として児童センターに開
設以来、細々ではありますがボランティア活動を継続してきました。開設当初
は障害児の利用者が主でしたが、その後、養護訓練センター等の施設が充実し
たこともあり、利用者が減少した時期がありました。その対応として移動図書
館等々で対応してきましたが、課題も多く継続には至りませんでした。このた
め、障害児に限定せず、幅を持たせた図書館運営とし現在に至っています。あ
わせておもちゃ図書館開設を遡ること 1983 年にはおもちゃ病院を開設していま
したので、貸し出したおもちゃの修理や正しい遊び方、また手作りおもちゃの
教室なども活動に取り入れ、車の両輪という形で活動を継続してきました。
今まで力添えをいただいた多くの皆様方に感謝するとともに、おもちゃ図書
館の基本理念を継承しつつ、今後も多くの皆様に愛される図書館運営に努めて
いきたいと思います。（見城隆司）

☆☆船橋市東おもちゃの図書館（会員 NO.５５）千葉県船橋市
1984 年、船橋市社会福祉協議会がマザーズホームの一室に、就学前の障害を持った子どもたちを対象に
開設、以来三十数年ボランティアが運営、管理を任されてきました。
大がかりなイベントはやっていませんが、訪れた子どもとお母さんが心から笑える、安らげる場になれ
るようにと一緒に遊んだり、おもちゃの整理、消毒をしています。また、
おもちゃのドクターは修理・点検の合間に子どもたちにおもちゃの遊び方
を教えたりと大活躍です。
ひとりひとりの個性を大事にマザーズの先生方のご助言をいただ
きながら、これからも「おもちゃの図書館」での遊びを通して明るく
元気に成長してくれることを願いつつ、活動していきたいと思ってい
ます。
（船橋東おもちゃの図書館ボランティア一同）
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☆☆むつみおもちゃ図書館（会員 NO.80）千葉県習志野市
３５年目を迎えて
1981 年に設立したむつみおもちゃ図書館は、今年 35 年目を迎えます。5 年前、30 周年記念事業として、
コンサートや写真展などを行い、多くの人たちに祝福していただきました。
むつみは、音楽活動をはじめとして、読み聞かせや模擬喫茶、写真展や野外活動など、メンバーのニー
ズに合わせた、むつみ独自の活動も展開しています。毎回 30 人前後の人たちが集まり、小さいお子さんた
ちもぼちぼち来てくれるようになりました。子どもたちがおもちゃで遊んでいる姿を目にしながら、小さ
い子たちがもっともっと来たくなるようなおもちゃ図書館を、今の
時勢に合わせて更に発展させていきたいと考えているところです。
そして、これまでずっと受け継がれてきたモットー「できる人がで
きることをできるときに」を大切にしながら、私自身、むつみに来
る全ての人たちが笑顔になれるよう、そして長く続けていけるよう、
今後も努力していきたいと思っています。（長安貴子）

☆☆名古屋市社会福祉協議会おもちゃ図書館ともだち（会員 NO.１２５）名古屋市北区

平成 28 年 5 月 15 日
30 周年記念事業

今年の４月、私たちのおもちゃ図書館「ともだち」は、多くの方々に
支えられ、３０周年を迎えました。５月に３０周年記念事業を行った際
は、初代代表にも挨拶をいただき、設立当初の「ともだち」は、障がい
児だけが対象だったという話なども伺いました。現在、私たちは、障が
いのある子もそうでない子も、分け隔てなく、みんな自然に共遊しても
らいたいと思い、活動しています。
「ともだち」は、月に３回開館しており、土日には、お父さんの姿も
目立ちます。交通の便もよく、いつも多くのみなさんに利用していただ
いています。通常の開館日のほか、毎年１０月には、「北区民まつり」
にも参加し、手づくりおもちゃを子どもさんと一緒につくっています。
遊びに来てくれる小さな子どもたちや保護者の方が、楽しく、心安らぐ
場であってほしいと願い、これからもみなさんに愛される「ともだち」
を目指していきたいと思います。（加藤洋子）

☆☆なかまおもちゃライブラリー「ポッポ」（会員 NO.１７８）福岡県中間市
おもちゃ遊びを通して、子供の感覚や感性を育てつつ、親もまた
子供と共に育ちあうことを目標に 30 年を迎えました。
当初は 24 名の若さに溢れたポッポでしたが、高齢化が進み今では 7
名となり、子供たちと共感しながら楽しんでいます。
そうした中、昨年度は九州沖縄地区研修会を中間市で開催できた
ことは、メンバーの絆を再確認し、最高の喜びでした。
これからも、手作りおもちゃを核に、手遊び、パネルシアター、
読み聞かせ等、工夫をしながら楽しいポッポでありたいと思います。
手作りおもちゃは、子供たちと同じでオンリーワンの個性があり、
優しく温かく人と人を繋いでくれます。今後も介護施設等への活動
を通して、手作りおもちゃの温もりを一緒に感じればと願っていま
す。 （菊田信子）
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手作りおもちゃ

≪20 周年≫
☆☆おもちゃ図書館「おもちゃの城」（会員 NO.５３５）愛知県一宮市
おもちゃ図書館「おもちゃの城」は、愛知県一宮市で平成七年にスタートし
ました。当初は既存の施設の会議室を借り月二回の開館でした。当時、おも
ちゃは朝に倉庫から出し終了時には片付けておりました。また、会場も狭く
充分に遊ぶことができない状況で大変でしたが、子どもたちが楽しそうに遊
ぶ姿を見て頑張ることができました。
その後、常設の場所を希望していたところ平成十二年に、市が新たにつく
る施設の一角に専用の部屋ができ、常設となり開館日も毎週火・水・金曜日
は一般のお子さんも利用できるようになり、第二・第四土曜日は障がい児の
みを対象に開館しています。開館時間は、午前十時から午後二時で昼食時に
はランチコーナーを設置しています。おもちゃは館内用・貸出用合わせて六
百個を保有しています。また、季節ごとに館内の飾りを工夫し、誕生月には
手作りおもちゃをプレゼントしています。（伊藤ふじ子）

☆☆近江八幡市おもちゃ図書館「宙」（会員 NO.493）滋賀県近江八幡市
開館して２０年、おもちゃや絵本の存在は、親子間を繋ぐツールになるだけではなく、私たちボランティア
と、子育て家庭を繋ぐツールにもなっています。一緒におもちゃで遊んだり、時には他児と交流できるように
誘ったりして、楽しさやおもしろいを共有しています。そこには人と人とのつながりが生まれます。
ボランティアと親子が顔なじみになると、自然と親から子育ての悩みを相談されたり、子どもの成長の報告
を受けたりして、互いの距離がグッと縮まります。子どもたちがいくつになっても利用できる場がおもちゃ図
書館であり、回を重ねるということは、大きな信頼関係が築かれると同時に安心の場であり、いつまでも親子
にとって、変わらないふるさとのような存在であると感じています。
これまで活動を支えていただいた、県・市の社会福祉協議会、ＮＰО法
人おもちゃの図書館全国連絡会、(一財)日本おもちゃ図書館財団など多く
の団体の皆様、そして地域の方々のお陰で私たちの活動は成り立っている
と実感しており、感謝の気持ちでいっぱいです。今後も親子と一緒に楽し
いことにチャレンジして、繋がりを大切に活動を継続していきたいと思っ
ています。（榊原かず子）

No．738 おもちゃ図書館レインボー（東京都武蔵村山市）
おもちゃ図書館レインボーは、平成 27 年 12 月に開設しました。毎月第 2、第 4 水曜日の午前 10 時から
午後 5 時まで開いています。
赤ちゃんや幼児を連れた若いママさんたちが遊びに来て、家にないおもちゃを喜んでくれたり、ゆったり
とした雰囲気を楽しんでもらっています。また、この地区の自治会の高齢者
の方たちが、ボランティアとしてお手伝いをしてくださることもあります。
おばあちゃんの優しい感じに、赤ちゃんも幼児もニコニコです。また高齢者
の方たちも、赤ちゃんの可愛さに笑顔になります。お互いにとっても良い関
係のように思います。まだまだ利用者も少なく、この先どのように展開でき
るかわかりませんが、このやわらかい雰囲気は大切にしていきたいと思って
います。おもちゃを通して、母と子が幸せな時間を過ごせるよう、お手伝い
ができたらと思っています。
（代表 堀上みち子）
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4 月 1 日、おもちゃの図書館全国連絡会に新しい事務局長が就任しました！
４月から全国連絡会の事務局長に就任しました
事務局長

藤田満幸（ふじた みつゆき）

これまで、荒川区社協の事務局長として「おもちゃ図書館」に関わってきましたが、荒川区社協退
職を機におもちゃの図書館全国連絡会の事務局長に就任しました。よろしくお願いします。
荒川区では、昭和６１年からスタートした荒川おもちゃ図書館に加え、平成２０年代に２か所の常
設おもちゃ図書館がオープンし、障がいのある子どもたちの遊びの場とともに、多くの子どもたちの
遊びと交流そして子育て支援の場、さらにボランティアの活動の場として大きな役割を担っています。
おかげさまで、荒川区社協の事務所は０歳児から高齢者の方たちまで様々な人々でにぎわっています
し、トイドクター、手作りおもちゃのグループ、あらＧボランティア、昔遊びを教えるボランティア、
夏には子どもたちのサマーボランティアと、ボランティア活動の宝庫です。
６月の第二週に東京ビックサイトで東京おもちゃショーが開催され、現代のおもちゃを見て歩きま
したが、フィギアやキャラクターグッズなどその多様さにビックリしました。私の小さなときに大事
にしていたＨＯゲージの動く電車模型を思い浮かべ、時代の変遷を強く感じたところです。

4 月 14 日に発生した熊本大地震について、熊本・大分のおもちゃ図書館に直接の大きな被害はありませんでしたが、
現地で避難生活を余儀なくされている子どもたちをめぐる状況を考えた時、おもちゃ図書館としてどういった活動が
できるのか、九州地区のおもちゃ図書館の皆さんを中心に取り組みを始めました。

６月３日・４日熊本地震の被災地に有志５人で訪問調査に行った。目的は
おもちゃ図書館にできるニーズがあるかの聞きとり調査。３日は小国おもち
ゃ図書館ミルクのお二人と、小国町社会福祉協議会の河津氏と合流。社協の
車に同乗させていただき、被害の大きかった西原村と南阿蘇村に行くことが
できた。★南阿蘇村では、南阿蘇村立ちょうよう保育園の宇都宮園長に子ど
も達の現状を伺った。阿蘇大橋崩落・南阿蘇鉄道の運休・トンネル通行止め
と、主要な生活道路がストップしている中、母親の実家に親子で帰った家庭
が多い。また隣の大津町周辺に避難した家庭の子ども達１８人ほどが、南阿
蘇村の保育園に通うことができず、その為大津町にある体育館避難所の中の
一室に同保育園の分室ができた。窓もない環境なので、ぜひそちらにも行っ
て欲しい・・。★わたし達は、その園長先生の想いを全国連絡会に報告し、
現在南阿蘇村で移動おもちゃの図書館を開く方向で動き出している。４日は
大津の分室等を訪問した。
☆6 月 22 日（水）短い時間であったが、大津町の避難所にある保育園の分室
にミニ移動おもちゃ図書館としてボランティア 3 人で行くことができた。天
気の良い日は、緑に囲まれた避難所周辺を散歩したり、外で遊んでいるそう
だ。しかしこの日は前日からの大雨で、子ども達 15 人は狭い部屋の中で退屈
だったのだろう、持参した大野城おもちゃ図書館あいあいの布遊具「的当て」
「魚釣り」ゲームで楽しく盛り上がった。最後は絵本の読み聞かせと手遊び
で締めた。尚３日の調査では小国町社協と福岡市社協のご協力に感謝！
（九州地方世話人
篠原敬子）

大津町の避難所にある
ちょうよう保育園分室にて

☆熊本地震被災地支援の震災支援金を募集しています。
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
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インフォメーション

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】大阪会場

※詳細は決定次第お知らせします

■日程：平成２８年９月２２日（祝・木） 定員 50 名
■会場：長居障がい者スポーツセンター 会議室１・２（大阪市）

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】仙台会場
■日程：平成２８年１１月２７日（日） 定員 40 名
■会場：戦災復興記念館
会議室４（仙台市）

☆ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【中級】名古屋会場
■日程：平成２９年１月２１日（土）22 日（日）
■会場：愛知県社会福祉会館（名古屋市）

☆事務局・夏季休暇のお知らせ☆
8 月１１日（祝）～17 日（水）
※お急ぎのご用件がある方は
メールにてご連絡下さい

定員 50 名

【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。 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

新入会員のご紹介
≪NO.742
≪NO.743
≪NO.744
≪NO.745

≫ちばおもちゃ図書館雅（みやび）（千葉県千葉市）
≫美浜町おもちゃ図書館うみは（愛知県美浜町）
≫おもちゃ図書館はちどりのもり（奈良県香芝市）
≫ぐーちょきぱーてぃおもちゃ図書館（埼玉県さいたま市）

【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）

【震災支援金の口座】

岡本惠子 おもちゃ図書館たんぽぽ 桜木弘子 川上昭子 柘植法子
福井照代 武田純子 鈴木玲子 井上ミヤコ 榊原かず子

☆寄付をいただきました（敬称略・順不同）

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

ＧＡＰ 鈴木多恵子 大貫輝子 浅野芳明
☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
千葉礼子 おもちゃ図書館カフェの会 ボランティアの集いにて皆様からの募金

＜編集後記＞

新年度となり、今号では年度方針、ボランティアの集い等をご報告できました。おもちゃ図書館は新た
な一歩を踏み出しましたが、そんな中、4 月の「熊本地震」は日本全体に影を落とし、今も不自由な生活を
余儀なくされる方は多くいらっしゃいます。「困っている方」はもちろん「うまく説明はできないが【困
り感】がある方」、誰もが安心して生活できるよう、国、行政、民間、個人から、さまざまな支援の輪を
広げていきたいですね。私たちの活動もその支援の一端であるはず。そしてトイポスト紙面が皆様の活動
への小さなヒントとなれば幸いです。どうぞ皆様からも「こんな記事を読みたい」「皆さん、こんなとき
どうしてるか知りたい」などお便りを下さいね。お待ちしております。（藤井）
（編集委員：安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井）
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