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～貸出係のつぶやき～
「ピョコ！ピョーン！力の入れ具合で飛び出す様子がおもしろいとか・・・お姉ちゃんも一緒に遊
んでいました。」しばらく箱の中で眠っていたポップアップトーイを借りて行ったお母さんとの会
話を思い出しながら台所仕事をしていた時、TV の声が耳に入ってきました。「おもちゃは時代の
流行・世相が表れる物。今はデジタルとアナログの融合の時代。脳を鍛えるシニア向けのおもちゃ
は話を聞いてもらった気分になる縫いぐるみ。広い年齢層にアピールしているスマホを使う遊びで
はお父さん、お母さんの物を借りて使う事でコミュニケーションが生まれる。おもちゃは時代とと
もに進化する。」この様なニュースを聴いて（しっかり書き留めたのではないのですが）ゆっくり
した動き・単純な繰返しの中から不思議さを見つけ、工夫しながら遊ぶおもちゃの貸出しが減って
いる最近の様子が頭をよぎりました。
「えー！おもちゃ図書館の物は時代遅れになりつつあると言う事！？」と大きな声が出そうにな
りましたが・・・
「私達の活動を支える言葉の一つが『あそびは生きる力』、こどもは色々なおもちゃとの出会い・
遊びを通して生きる為に必要な様々な力を手に入れてゆく。その道のりを共に歩むお手伝いが出
来、ふれ合いの中から“おまけ”が生まれる所がおもちゃ図書館。おもちゃの魅力・深い面白さを
耕し、伝える役割を担うのはボランティア。だからこそ、私たちには長く愛されているおもちゃに
も時代の先端をゆく物にも柔らかな感性で向き合う姿勢が求められて居るのではないかしら・・・」
と何時の間にかつぶやいていました。
「こんなおもちゃもあるのよー」「なんだこれ！」「そう！上手！」「やったネー！」こんな会
話がはずむ時間が過ごせたら嬉しいです。さてさて、お鍋の中は？
〈付記〉

去る 7 月末に、悲しい事件（津久井やまゆり園）がおきました。
“共に生きる”を念頭に活動している私たちにとって、とても辛い出来事です。
この事実の全てをしっかり受け止め・考え歩んでゆきたいと願っています。
前おもちゃの図書館全国連絡会副代表
障害者地域活動ホームいずみ会館おもちゃ図書館ボランティア
中嶋武子

１

おもちゃ図書館ボランティア養成講座【初級】

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、大阪にて実施いたしま
した。大阪を中心に周辺の皆さま、遠くは岡山、佐賀からのご参加もありました。この「ＴＯＹらいぶ
らりあん」養成講座は、決して専門家育成や資格取得が目的ではありません。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ますので、今後も多くの方々の参加を
お待ちしています。次回は 11 月に仙台にて開催予定です。
TOY らいぶらりあん養成講座（初級）
日時：平成２８年９月２２日（祝）10：00～15：15
会場：長居障がい者スポーツセンター会議室
参加者：３５名
≪講座内容≫
（敬称略）
講座Ⅰ おもちゃ図書館の意義と歴史
おもちゃの図書館全国連絡会
鈴木訪子
講座Ⅱ ボランティア論
大阪師ボランティア市民活動センター 石田易司
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Ⅱ

石田易司氏

修了証授与！

【受講者の感想】
おもちゃ図書館ゆめロケット 代表 加藤愛子
母親 4 人で立ち上げた「おもちゃ図書館ゆめロケット（奈良県）」の活動を開始して 1 年半になりました。
勢いでここまできましたが、実は私たち全員ボランティア初心者なんです。今回の初級講座には、ゆめロケ
ットの子どもたちが大好きな奈良医大の学生ボランティアを含め 6 人で参加しました。 私たちにぴったり
の内容で、すぐにでも活かせる事ばかり！
おもちゃ図書館はボランティア活動ですが、ボランティア論を聴きながら、今まで自分が何となくボラン
ティアを名乗って活動していたのだなと感じ、 行政と市民の価値判断の違いなど、責任者として大切な事
もたくさん教えていただきました。おもちゃ図書館の歴史についても勉強したはずが、知らない事がまだま
だたくさんあり、東日本大震災の時に流されてしまったおもちゃ図書館の復興のお話も心に残るものでし
た。ゆめロケットに無いたくさんのおもちゃを手に取ることもできたので、今後のおもちゃ選びの参考にし
たいと思います。
また、大阪のおもちゃ図書館なかよし文庫の皆様が私たちの子どもを託児をしてくださったお陰で、最後
まで受講することができました。本当にありがとうございました。おもちゃ図書館同士の助け合いも体験さ
せていただき、益々おもちゃ図書館が大好きになりました。是非、中級講座も参加したいです。
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～子どもたちの笑顔にあえてよかった～
熊本地震から 4 か月後の 8 月 6 日（土）南阿蘇村ちょうよう保育園にて、
おもちゃ図書館&おしゃべりカフェを実施しました。当日は、熊本県と福岡
県のおもちゃ図書館のボランティア、障がい者授産施設銀河ステーションと
音楽ボラ、福岡大学ボランティアサークル、福岡市社協、大野城市社協、全
国連絡会役員など総勢 44 名のボランティアが集合。
おもちゃコーナー、着せ替え、カフェ、手作りおもちゃ、ポップコーンコ
ーナーなど、あっという間におもちゃ図書館に変身したホールに園児をはじ
め、地域のお母さん、お父さんと一緒に子どもたちが遊びに来てくれました。
たくさんのおもちゃに目を輝かせ遊ぶ子どもたちに出会えて、本当にうれし
かったです。また、南阿蘇村社協への募金活動も行い 19452 円集まりお届け
しました。
大津町にあるちょうよう保育園分園にて、6 月から毎月 1 回ミニ移動おも
ちゃ図書館を実施し、これからも継続して取り組みます。子どもたちの笑顔
に出会うために…。（おもちゃの図書館全国連絡会副理事長 鈴木訪子）

２

広くてきれいな園内のホールにて

当日のボランティア

日時
主催
共催

2016 年 6 月 18 日～20 日
場所 国立台北教育大学
中華民国遊戯協会 ／夢想遊園地
国立台北教育大学デジタル技術デザイン学科

ホール他

親日家の多い台湾での第５回アジア会議は、フレンドリーでアジアの仲間たちとも親交を深めること
）
ができました。台湾玩具図書館協会の皆さんには私たち日本から参加の４名のために桃園国際空港で
の迎えから、おもちゃのリサイクルセンター等の案内もしていただきました。会議を主催した林君英
氏一家のおかげで、ワークショップも、日本の活動報告も無事に終了することができ実りある成果を
得ることができました。
ソウル大会で知り合った、マレーシア、韓国、香港、フィリピンからの参加者とも再会出来て、お
もちゃの交換もしてその国独特のおもちゃに出会いました。東南アジアの国々で人気のおもちゃ「マ
ンカラ」もその一つです。台北のおもちゃ図書館の状況は、行政から運営管理を任されている場所や、
書籍の図書館に隣接しているところが多いのが特徴です。修理やリサイクルが活発に行われていて、
多くの事を学ばせていいただきました。次回のアジア会議は、発展著しいフィリピンで開催されます。
（おもちゃの図書館全国連絡会

日本の活動報告

通訳を務めてくれたの台湾の学生さんと

副理事長

スタデイツアー参加者

と

平成 28 年 10 月 2 日（日）

南三陸町ベイサイドアリーナ

宮城県南三陸町福祉まつりにて「南三陸町おもちゃの図書館い
そひよ」のみなさんと一緒におもちゃ広場を開催しました。
広い会場の真ん中でにぎやかに移動おもちゃ図書館を実施！
大きく広げたプラレールをはじめおもちゃ遊び、そして手作りお
もちゃの「幸せの黄色いちょうちょ」コーナーといろいろな方に
楽しんでいただきました。また、今回も（株）大泉工場様のご協
力のもと、おいしいキャラメルポップコーンを会場にお越しの皆
さまに提供させていただきました。ありがとうございました。

３

高村豊）

中山親子館見学

特集

日ごろ、おもちゃの図書館全国連絡会にはいろいろな相談の電話をいただきます。また研修会や活
動状況のアンケートなどにも「利用者が年々減っているが他のおもちゃ図書館はどうしているのか？」
「何か自分たちにもできる新しいことをしてみたいけれど、他のおもちゃ図書館ではどういう取り組
みをしているのか知りたい」という声が多く挙げられています。
おもちゃ図書館なので「おもちゃで遊ぶ」はもちろんなのですが、それぞれのおもちゃ図書館では
開館にあたってどのような「ひと工夫」があるのか、お聞きしました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

手作りおもちゃ、絵本読み聞かせ、親子遊びなど

☆萩おもちゃのおうち☆ 会員 No.483 （山口県萩市）
萩おもちゃのおうち(子ども発達支援センターからふる内）では、毎週火曜日にさまざまな取り組みを
おこないながら、地域の方々に楽しくご利用頂いています。
①各月２週目には、「手作りおもちゃの会」を開いて、かざぐるま・飛び出すカップ人形・たこ・マラカ
スなど、既製のおもちゃだけでなく、保護者さんと共につくったおもちゃで、親子で一緒に遊ぶ機会をも
って頂いています。
②３週目は、地域のボランティアによる「絵本の読み聞かせ」が行われています。お話の楽しさ、本の魅
力を伝えるという目的で結成されたジョイネット萩“草の芽”さんのボランティア活動の一環としてはじ
まり、たくさんの方々に楽しんで頂いています。
③４週目には、保育士による親子遊びの会「ぽっぽの会」を、開いて音
楽あそび・運動遊びなど親子でのふれあいあそびを企画しています。
併せて、子育て相談も開催しており、子育てや、発達に関するさまざま
な、ご相談を申し受けさせて頂いています。
今年１０月には、日本おもちゃ図書館財団より助成をいただいて、
萩市には動物園がないので、「移動動物園」を開催する予定になって
います。毎月、予定のおたよりを作成し、市の広報にも掲示していた
だくなどして、たくさんの方にお越し頂いています。これからも楽し
い企画をおこないながら、地域のおもちゃ図書館として“萩おもちゃ
のおうち”は頑張って行いたいと思っております。(佐内由美子）
がたんごとん「絵本の読み聞かせ」

リトミックや積み木の日など「テーマ」を設定

☆東海市おもちゃ図書館☆会員 No.209 （愛知県東海市）
私たちのおもちゃ図書館は、毎週木曜日・第２・４土曜日の月６回程開館
しています。週ごとに「リトミック」「ネフ社の積木」「カプラの積木」
とテーマがあります。
「リトミック」の日は特に来館者が多く参加証明のシール貼りは子ども
の楽しみになっています。指導者の音楽や手遊び等は帰宅してからも楽し
めるもので入園前の親子に喜ばれています。
「ネフ社の積み木」・「カプラの積み木」は子どもたちの創造力を伸ば
す、良いおもちゃなので力を入れて広めたいと思っています。
以前は布の「手づくりおもちゃ講座」を開催していたのですが、参加者
が少なくなりできなくなってしまいました。時代なのでしょうか。そのせ
いなのか、併設しているおもちゃのお医者さんには電池で動くおもちゃの
修理が盛況です。トイドクターの面々が知恵を出し合いながら楽しそうに
活動しています。
新しいおもちゃを大手スーパーが行っている「イエローレシート」活動
をして寄附でいただいています。ボランティアは楽しく、閉館時間に帰り
たくないと泣く子がいるとスタッフ一同嬉しくなります。（伊東千枝子）

４

自然な形で相談やアドバイス

☆吉祥寺おもちゃ図書館 mini☆会員 No.677 （東京都武蔵野市）
定期開館の場を提供してくださっているのは、長年、子どもの発達相談に携わっていた有資格者の方
です。そのため、来館するお母さんたちも、雑談しながら、日頃気になる子どもの行動や生活習慣につ
いて、自然にアドバイスを求めます。行政の子育て支援事業でももちろん相談会やカウンセリングはあ
りますが、予約の必要があったり、なかなか「気軽にその場で」と、いかないのかもしれませんね。
相談に乗ってくださる方は、ご自身、おおらかに子育てされてきて、何より子ども大好き、お母さんに
は「よく頑張って子育てしていらっしゃるわ」「上手に産んで育ててるわ」と、必ずねぎらいも。
だからこそ、お母さんたちもホッと肩の力が抜けるようです。メンバーも、
保育士・幼稚園教諭を続けてきた方など、地域で子どもに関わってきた方ば
かり。何より「ママ&子どもたちファースト」の目線でお話を傾聴しながら
接することで、温かみのある、雰囲気の良い場になっています。（藤井美里）

子育て支援センターとの連携、母親のサークルと連携

☆親愛おもちゃ図書館☆ 会員 No.598 (長崎県対馬市)
親愛おもちゃ図書館は、日本海の西の海上に位置し、韓国まで５０㎞という国境の島、対馬にあります。
平成１０年に親愛児童センターが開館し、その事業の一つとして、地域のこども達の遊び場的役割を担っ
て開設しました。現在は、併設の地域子育て支援センターしんあいと連携を取り、子育て支援のプログラ
ムの一つとして活動しています。毎週水曜日の１０時～１２時、未就園児の親子が集まり、おもちゃで遊
びながら情報交換をしたり、育児相談をしたりと地域の子育て世代の親
子の交流の場となっています。月に一回ずつですが、母親のフラダンス
サークルと一緒に活動し、母親はフラダンスを楽しみ、こども達はおも
ちゃで遊んだり、こどもの身長体重を測定し、手形とりをして一緒に成
長を喜んだりしています。今年度は、日本おもちゃ図書館財団の「おも
ちゃ等の購入助成事業」の助成を受け、おもちゃを新しくすることがで
きたのでとても喜んでいます。今後もおもちゃ図書館活動を活性化させ
ていきたいと思っています。 （畑島育子）

楽しいイベント開催など「ボランティアさんの特技や趣味」を活かして

☆函南おもちゃ図書館☆ 会員 No.358 （静岡県函南町）
函南おもちゃ図書館は、毎週水曜日、第 4 土曜日 10 時～12 時に開催、
函南町社会福祉協議会の支援を受け運営しています。当地は箱根山の南麓
にあり、霊峰富士を背景に世界遺産の韮山反射炉を隣の市に持つ町です。
町内在住の鉄道マニアの内山宏幸さんは、奥さまを伴い、自作のミニ新
幹線「Dｒ.イエロー」を暑い陽射しを避け、建屋の陰で走らせてくれまし
た。ママに抱かれて緊張気味の子、一人で乗れた！と自信満々の子どもた
ち、延べ 140 人ほどの乗車で笑顔溢れるひと時でした。10 年来、毎年 8
月に行う恒例行事となっています。またトイドクターの山本惇さん、中島
孝之さんはおもちゃ以外の私物（おもちゃ・時計・傘など）も無料で修理
してくれ、直ったおもちゃを両手に「ありがとう！」と嬉しそうに頭を下
げる子、時には聴診器でお腹をトントン「元気だネ」と声をかけられ笑顔
の子・・・とても喜ばれています。他にマッサージ師の大平さんも時々来
館し「ボランティアのボランティア」と称して、高齢のスタッフたちの肩
こりを解消してくれ、多方面の方々に支えられていることを実感し感謝し
ています。 (今野成子）

５

新入会のおもちゃ図書館をご紹介します！どうぞよろしくお願いいたします。

☆☆基山町おもちゃ図書館会員（NO. 740） 佐賀県基山町
基山町のおもちゃ図書館は、平成 27 年３月にオープンしました。毎月第２、４金曜日の 10 時～12 時まで
開館しています。読み聞かせや手遊びタイムで、来館者みんなで共有する楽しさも盛り込んでいます。第４
金曜日には障がい児親の会の方に協力による心寄り添う相談事業を行っています。
たくさんのおもちゃで子どもと一緒に遊んだり、他のお母さんたち
とおしゃべりを楽しんだりと終始和やかな雰囲気で過ごしていた
だき、少しずつ定着してきたようです。
おもちゃは、助成で購入したものもありますが、ボランティアグ
ループ“ＴＯＹサークル”が作成した布のおもちゃや絵本も多数あ
ります。手作りのおもちゃには、子どもよりお母さんたちの方が喜
ばれ何度も手に取り楽しんであるようです。これからも、たくさん
の方に来館していただけるよう活動を工夫していきたいと思いま
す。
（基山町社会福祉協議会 吉村友美）

☆☆港南区地域活動ホームそよかぜの家おもちゃ文庫（会員 NO.741） 神奈川県横浜市
「そよかぜの家 おもちゃ文庫」は港南区地域活動ホームそよかぜの家に、平成 14 年 11 月に開設されま
した。最寄り駅の港南中央駅から徒歩 3 分で、年末年始の休館日以外は 9 時～17 時まで開館しております。
毎月第 3 金曜日には、麻の葉会による布絵本の読み聞かせも行なっており、連日多くのご家族の方に利用し
て頂いています。また、塗り絵の配布も行なっており、お子さん方が
「ぬりえください」とよく事務室に声を掛けにいらっしゃいます。そ
こで職員とお子さん、ご家族の方との会話もあり、良いコミュニケー
ションの場面となっています。
今後も「そよかぜの家 おもちゃ文庫」を居心地良く、楽しく利用
していただけるよう、おもちゃの充実や、地域の方と触れ合えるイベ
ントの開催を目指していきたいと思っています。
（そよかぜの家 おもちゃ文庫 山田友理）

☆☆ちばおもちゃ図書館（会員 NO.742） 千葉県千葉市
地域の子育てサロン、いきいきサロン、読み聞かせの会、病院などで多くの人たちにさらに楽しい時間を
提供したいと思い、ちばおもちゃ図書館を開設しました。ちばおもちゃ図書館は移動型のおもちゃ図書館で
す。「一緒に遊びたいから来てね。」と言われたらおもちゃを持って行きます。いろいろな場所で
子どもたちだけでなく、多くの大人の方々とお会いし

楽しい時間を一

緒につくりだしたいと考えています。
９月３日

千葉市のきぼーるでの木育フェスタに参加、手づくりおも

ちゃのワークショップや木のおもちゃやゲームを紹介しました。子育て
支援ステーションニッセで月１回の定期開催、千葉大学医学部付属病院
でもアナログゲームの日、おもちゃの広場を予定しています。さらに多
くの方に楽しい時間を届けられるように活動していきたいと思います。
（ちばおもちゃ図書館

６

齋藤雅代）

多くの

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。

よこはま布えほんぐるーぷ（神奈川県）

事務局世話人

園山裕子

横浜みなとみらいの風景を眺めながら、週１回制作・貸出をしています。他のおもちゃ図書館と違い、
布えほん・遊具の制作が主のグループです。布えほん・布おもちゃの温かみに感動し、参加するように
なり２５年。子ども達の遊ぶ姿を思い浮かべながら制作しています。
☆発足から 30 年、いろいろな作品を作ってきました。人気のある作品を紹介します。
＊くだものセットとすいか
バナナ、ミカンは皮を、ぶどうは実を、いちごはヘタを取ることができます。
特にリンゴはナイフを使用し、途中で皮が切れることなく最後までむくこと
ができます。スイカを切るときの音が子どもたちは大好きで、何回も繰り返
し遊びます。
＊ちいさなまじょのキッチン（布えほん）
いろいろな仕掛けがあり、ページをめくるたびに驚きが。
最後のページのオーブンを開けたときの子ども達の歓声、
読み聞かせには最高のえほんです。
＊クリスマスツリー（タペストリー）
オーナメントの取り外しができ、好きな所に付けたりポケットにしまっ
たり。今の時期借りていく方が多く、クリスマス会などに利用されてい
ます。
＊さかな
シンプルですが、ひも通し、色、数と遊びは広がります。
多くの子ども達に遊んでもらえるようにこれからも制作に励んでいきたいと思います。
販売もしていますのでご相談ください。（080-2024-1183）nunoehon-kashidashi@docomo.ne.jp
よこはま布えほんぐるーぷ HP
http://www.geocities.jp/yokohama_nunoehon/

御 礼
株式会社アイアップ様より、たくさんの商品をご提供いただきました。クリスマスプレゼントにご利用い
ただける様なおもちゃから、何かイベントでの賞品になるような様々な内容の品々です。熊本地震の支援活
動では、募金の時に利用させて頂いたり、熊本での移動おもちゃ図書館にも持参し、参加された親子さんに
お届けすることができました。子どもたちの笑顔は、何にもかえられない宝物ですね。たくさんの感謝の気
持ちを感謝状にして、青山のこどもの城
があった所の近くの本社にお届けに上が
り、これからもおもちゃ図書館活動にご
理解とご協力をお願いしてまいりました。
若い社員の方々の気持ち良いご対応に、
元気も頂いてきました。（おもちゃの図
書館全国連絡会

理事長

小泉康代）

７

インフォメーション

☆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
10:00～15:15 （受付 9:30 より）
■会場：仙台市戦災復興記念館（仙台市青葉区）

☆TOY らいぶらりあん養成講座【中級】愛知会場

参加者募集中！
☆要綱は HP に掲載しています

■日程：平成 29 年１月２１日（土）２２日（日）定員 50 名
9:50～16:00 （受付 9:30 より）
■会場：愛知県社会福祉会館 （名古屋市東区）

～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

＜国際会議開催について＞
2017 年５月１０日～１３日
オランダにて開催されます。
開催要綱や、申込みなど ITLA
の HP、FB にて発表されていま
す。お問合わせは連絡会事務局
へお願いします。

新入会員のご紹介
≪NO.746≫おもちゃ図書館えがお
（東京都葛飾区）
≪NO.747≫おもちゃ図書館WAIWAIひろば
(埼玉県川口市）
≪NO.748≫にじのひかり教室おもちゃ図書館 (愛知県名古屋市）
≪N0.749≫おもちゃ図書館ひだまり
（滋賀県近江八幡市）

≪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】

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費
安達恵 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
稲垣康弘 松原ミチ （株）東工務店（株）根本土建（株）立原工業
澤佐景子 岸節子 あおばおもちゃのひろば

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

☆寄付
森敏江 神崎真理子 箭内貴史 丸谷一郎 浅野芳明
おもちゃ図書館すてっぷ
（株）アイアップ

【震災支援金の口座】

藤田満幸

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

☆震災支援金

浅野芳明 埼玉県おもちゃ図書館連絡会 おもちゃ図書館すてっぷ
福岡おもちゃ図書館ぽけっと おもちゃの館ピーターパン
福生おもちゃの図書館 めだかおもちゃ図書館 大貫輝子 鈴木廣子
村形聡 村形キミ子 宮崎良子 鈴木玲子 冨岡博美 岩﨑美由紀 稲垣康弘
☆（株）中村屋より支援活動用おもちゃ（積み木）を寄贈していただきました。

＜編集後記＞
いつの間にか猛暑が去り台風シーズンへ。でも、何かおかしいぞ今年の台風。
これ以上被害が出ない事を祈ります。さて、このごろミニ移動おもちゃ図書館で熊本の大津町を 月１回
訪れますが、子ども達の笑顔を見ていると、おもちゃの図書館の原点を思い出します。「また来てね～！」
「魚釣り忘れんでねぇ」帰り際の子ども達の声が今のわたしの元気の素です。（篠原）
（編集委員→安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井）
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