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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、振り返りますと平成２８年は熊本の震災をはじめ、各地で地震、台風、大雨などの被害が

ありました。また、悲しい事件もございました。それもこれも乗り越えて、新しい年を迎える事が

できましたことに感謝を申し上げます。 

 

各地で何かおきる毎に、あのおもちゃ図書館の方々はご無事かしら、お元気かしらと事務局では

心配をいたしております。お電話でお声を聴くと、ほっとして、何かできることがありましたらと

お尋ねいたします。なかなか出来る事は少ないのですが、全国の皆さんが、全国の皆さんのことを

気にかけていらっしゃいます。「大丈夫でしたよ」と、各地のお問い合わせにお応えできると、皆

様安心してくださいます。それでも、誰かのためにと、お心を寄せてくださいます。 

 

おもちゃ図書館の、ネットワークの温かさ、力強さ、これは私たちの自慢です。 

 

それぞれのおもちゃ図書館は、それぞれの活動であり、決して同じではありません。でも、共感

している部分がとても多いのです。設置主体が違っても、毎日開館でも、月に一回の開館でも、今

はちょっとお休みでも、心は同じなのです。こどもたちの幸せを願って、障がいのある方々の幸せ

を願って、かかわって下さる皆様の幸せを願って、活動は続いています。 

 

おもちゃの図書館全国連絡会は、この活動が、少しでも長く、楽しく、元気に続いていかれるこ

とを願い、さらに広がっていく事を願い、バックアップできるように努めてまいります。今年もど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

 

                                             平成 29 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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 過去 24 年間にわたり開催してきた「全国ボランティアフェスティバル」は「ボランティア全国フォーラ

ム 2016」に引き継がれることになり、ボランティアや市民活動に対する「普及・理解」に加えて、分析的な

研究協議の要素も含めた場として、今年新たな形で再スタートしました。おもちゃの図書館全国連絡会も、

主催団体である「広がれボランティアの輪」の一員として、準備や当日のスタッフなど参加させていただき

ました。  
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               おもちゃ図書館ボランティア養成講座【初級】 

 
     

       

 

 

 

 

 

                

                                   

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 限られた時間の中での企画作業となり、さらに 2016 年度の準備だけでなく、同時に 2017 年度の開催
地も決定するなど、とても作業は大変なものでした。もう一度、ボランティア・市民活動の原点を考え
る、そして新しい未来へ向けての機会にとの思いを持ちながら進めてきましたが、その答えは、参加さ
れた皆さんが、各々の活動の中で出していくものと思います。 
 また、フォーラムの分科会発表をお願いした、理事の鈴木廣子さんから教えていただいた木谷宜弘先
生のことば「ボランティアはなんだか楽しい。自由であるから楽しい。自由であるから続けることがで
きる」をあらためて考えることができました。ご参加いただいた皆さんありがとうございました。 
                       （おもちゃの図書館全国連絡会専務理事 浅野芳明）             

TOY らいぶらりあん養成講座（初級） 
日時：平成２８年１１月２７日（日）10：00～15：15 

  会場：仙台市戦災復興記念館 

参加者：20 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  小泉康代 

講座Ⅱ ボランティア論   

       おもちゃの図書館全国連絡会  鈴木訪子 

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Ⅲ  繁成剛氏 修了証授与！ 

              【受講者の感想・アンケートより】  
・歴史から、最新のおもちゃ、強化段ボールのおもちゃ、これからの取り組みまで様々なことを知 
  ることができて、とても有意義で勉強になりました。 
・「ボランティアの魅力」「ボランティアだからできること」等、ワーク形式で皆で話し合い書き                                
 出していくのは楽しく、有意義でした。            
                                      

 

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】」を、９月の大阪に続き
仙台にて実施いたしました。この「ＴＯＹらいぶらりあん」養成講座は、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。 

 

 

 

 

 

  

日時 2016 年 11 月５日（土）～６日（日）  

場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

主催 「広がれボランティアの輪」連絡会議  

    社会福祉法人 全国社会福祉協議会     

         

                      ） 
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 ☆水族館へのバス旅行  鹿島おもちゃ図書館コスモス文庫（佐賀県） 

鹿島おもちゃ図書館コスモス文庫は鹿島市心身障害児通園施設「すこやか教室」内に併設されており、平

日は主に教室に通う親子で楽しんでいます。特に大きな活動はしていませんが、夏休みに小学校から高校生

まで親子で通うサマースクールを開催しています。今年はこのサマ

ースクールの最終日にバス旅行を計画し、「山科直治記念レジャー

活動支援事業」に応募したところ助成決定の通知を頂き、みんなで

大喜びしました。行き先はみんなの大好きな水族館。当日は天気に

も恵まれワクワクしてバスに乗り、車内ではクイズやゲームなどで

楽しく過ごしました。水族館ではみんな夢中になって目をキラキラ

と輝かせていました。特にイルカショーは笑顔満開でした。親子の

ふれあいはもちろん親子同志のコミュニケーションを深めること

ができ、親も子も夏休みのご褒美旅行となりました。これもご支援

頂き実現したことです。本当にありがとうございました。これから

も笑顔で楽しく活動していきたいと思います。（村島文枝) 

 
☆キラキラ人形劇団「お楽しみ会」  おもちゃ図書館すきっぷ（東京都） 
 
 秋晴れの 10 月 22 日（土）の午前中、「人形劇と音楽あそび」と題するお楽しみ会を行いました。出演の

キラキラ人形劇団は、障害のある人たちが働く施設「リズム工房」に属する 6 人のメンバーと職員の方々で

す。小一時間程度でテキパキとたくさんの道具を運び入れ、舞台を設置し

て、演目は「桃太郎」です。会場には、普段から遊びに来る親子や障害児

ディサービスの子どもたちを含め 83 人が集まりました。劇の中の歌「鬼の

パンツ」を一緒に歌ったり、鬼退治の場面では「桃太郎がんばれ～！」と

思わず立ち上がった子どもたちから熱い声援が飛ぶ微笑ましい光景も見ら

れました。手作り人形たちに生き生きとした動きと声の命を吹き込んでい

た知的障害のある青年たちに親たちとボランティアも元気をもらいました。

これからのライブ活動にエールを送ります！（森カスミ） 

 

☆ディズニーランドへバス旅行！  わらびおもちゃのいえ （埼玉県） 

「わらびおもちゃのいえ」では、10 月 2 日（日）「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」を利用させて

いただき「東京ディズニーランド」へバス旅行に行ってきました! 当日は天候にも恵まれ、蕨市総合社会

福祉センター前から、障害児・者のメンバーとその家族、ボランティアさんが皆ニコニコ顔でバスに乗り込

みました。往復のバスの中では、子どもたちが大声を出しても、誰に気

兼ね・遠慮することなく、親同士も久しぶりの楽しい時間に話の花が咲

きました。東京ディズニーランドに着くと、子どもたちの目がパッと輝

いて、親たちもすっかり若返った気持ちで、乗り物・アトラクション・

パレードと夢の国を満喫することができました。今回も「とびきりの笑

顔で最高の一日を!」と応募したこの事業にご支援くださいまして、本

当にありがとうございました。(池上早苗） 

 

 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２８年度は、
２２館が助成を受けました。 
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 ☆市川おもちゃ図書館☆ 会員 No. 702（千葉県市川市）  
 

 

 

 

 

 

 

                             

 

☆かながわ地域活動ホーム ほのぼの おもちゃ文庫☆会員No.659（神奈川県横浜市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   特集 

 おもちゃ文庫は、地域の子供・障害や発達に遅れのある子供が、親子でいっしょに遊べ、ふれあえる場所

として開放しています。ご利用は未就学児で保護者同伴、一般は平日 10 時から 13 時、障害をお持ちのお

子さんは終日 10時から 16 時までです。 

 障害者施設の為、初めてのご利用時には敷居が高いようですが、ご利用の方からは「明るくてキレイ！」

（壁は恐竜、カーテンはアンパンマン）「おもちゃもスゴイ！」と好評です。玩具は木製品と家や他では

あまり置いていない物を中心に揃え（ボールプール、くるくる観覧車、ブリ 

オが人気）、絵本もアンパンマンシリーズやだるまさんシリーズ等、リクエ 

ストがあれば可能な限り応え、本の貸し出しも行っています。毎月１回お話 

会を開き、年間イベントとして、小さな子でも簡単な季節の工作（お雛様・ 

こいのぼり・七夕・クリスマス）うたとお話の会１回、親子体操教室１回を 

材料代参加費無料で行い、毎回ご好評いただいています。（相澤浩子） 

 

 

 千葉県市川市におもちゃ図書館が復活して７年が経ちました。ベースキャ

ンプは持たず、自宅から車に沢山のおもちゃを積んで市内２カ所の子ども発

達センターへ遊びとおもちゃを届けています。それぞれ月に１回ずつですが、

笑わなかった子が「くすっ」と笑ったり、多動でずっとウロウロしていた子

が１つのおもちゃで遊べるようになったりと、障害を持っていても「子ども

は前へ、上に伸びて行く」と児童精神科の先生がおっしゃっていましたが本

当ですね。成長の場に居合わせることができ、それを喜びあえることは幸せ

だと感じています。また、月に１回手作りおもちゃの会では、クリスマスに

向けて 120 人分のプレゼントを作り、発達センターの子ども達に届けました。

子育て支援が進んでも、そこからこぼれ落ちている子ども達がいることを覚

えています。寝たきりの在宅の子、難病の子ども達へのおもちゃや遊びは不

十分です。そこにも今後光をあてられたらと考えています。（西宮敬子） 

 

 

 前回 127 号で「おもちゃ図書館～開館のひと工夫～」を特集したところ、「ほかのおもちゃ図書館

の活動の様子がわかって良かった」「具体的な活動内容を知ることができた」「いろいろな形のおも

ちゃ図書館があることがわかった」と大変好評でした。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どんな取り組みをしているのかは、おもちゃ図書

館を開館している皆さんにとって大変興味のあることではないでしょうか。今回も引き続き全国の皆

さまから情報をお寄せいただきました。それぞれのおもちゃ図書館活動に活かせるようなヒントがあ

ればと思います。 

障害者施設での「おもちゃ文庫」活動 ～地域への開放～ おもちゃの充実、絵本の貸出、季節の工作等 

地域の発達センターに「移動」して開催 ～みんな笑顔になあれ～ 

  簡単な季節の工作 
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 ☆佐倉おもちゃ図書館☆会員 No. 20  （千葉県佐倉市） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                           

☆おもちゃ図書館てんとう虫☆ 会員 No.278  (滋賀県彦根市) 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
       
  
☆ビハーラみやこおもちゃライブラリー☆ 会員 No. 715（京都府城陽市）  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「幼い頃からぬくもりのあるおもちゃで遊び、豊かな心を育んでほしい」とい

う願いを込めて 28 年間『てんとう虫』活動を続けてきました。 

私たちのサークルは布おもちゃを作る「製作部」と、手作りおもちゃで遊ぶ

「おもちゃ図書館」の二本立てで活動しています。 

「製作部」では「布絵本」「エプロンシアター」「季節のタペストリー」づ

くりや、楽しみながら日常生活に必要な動作（ボタンはめ、ファスナーの開け

閉め、ひも結び等）が学習できる工夫したおもちゃなどを、製作しています。 

 「おもちゃ図書館」では手作りの「エプロンシアター」や「パネルシアター」

でお話会をしたり、布おもちゃで一緒に遊んだりしています。また、簡単な手

づくりおもちゃの作り方などを若いお母さんたちにお教えしています。 

                          （冨江春枝) 

 

手作り布おもちゃ～子どもたちに温かい手ざわりのおもちゃを

～  

大きさいろいろ「手作り布バッグ」でおもちゃの貸出 

老人ホームでのおもちゃ図書館 ～幼老交流の場に～  季節の遊びや手作りおもちゃ 

 おもちゃは必ず布袋に入れて貸し出します。たったそれだけですが、利用者

の皆さんは、おもちゃが大事にされていることや、持ち帰りやすいようにとい

うこちらの配慮を感じてくれているようです。小さいお子さんに「借りた物」

という意識づけにもなるので助かりますと言ってくれる方もありました。最初

の頃に寄付されたカーテン地で作った袋や、手作り班のメンバーが残り布を縫

い合わせて作った袋など様々な袋がおもちゃと一緒に借りられて行きます。 

 写真では、この日来てくれた佐倉東高校生ボランティアさんと共にいくつかの

大きさの袋をご紹介。初めて見る人に驚かれるくらい大きな袋は、団体で複数

まとめて借りる時や、トランポリンなど大型の物に役立っています。（岸節子） 

 大小さまざまな大きさの袋 

 特別養護老人ホームビハーラ本願寺では、市民に親しまれる施設をめざし、ま

た幼老交流の場となるよう、2013 年４月に「ビハーラみやこおもちゃライブラリ

ー」をオープンしました。毎月第２土曜日の午後１時～午後３時に龍谷大学の学

生、ビハーラ本願寺家族会などボランティアさんの協力のもと行われています。 

 併設の喫茶スペースには入居者の方やご家族、お孫様、ひ孫様がご利用されて

います。おもちゃライブラリーのスペースとしては、幼老交流がしやすいように

テーブルを設け、季節が感じられる遊びや手作りおもちゃを一緒に作っています。  

今まで取り組んだ内容としては、駒作り、折り紙、水鉄砲で的当てゲーム、足湯

コーナー、魚釣りゲーム、けん玉作り、アクセサリー作り等、ご入居者と子ども

達が一緒に遊ぶことができるよう工夫しています。また、精神科医や臨床心理士

による育児相談も行っており、お母さん方の憩いの場にもなるように心がけてい

ます。(西田智佳) 
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        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。      
 
☆☆美浜町おもちゃ図書館うみは（NO. 743） 愛知県美浜町 

 おもちゃ図書館「うみは」は 2 つの子育て支援ボランティアグループと社会福祉協議会が協力して、平成
28 年 6 月におもちゃ病院（トイクリニックみはま）を併設してオープンしました。毎月第 2 月曜日の 10 時
～14 時まで開館しています。月 1 回のため、いつでもおもちゃの返却が
できるように、ボックスを社会福祉協議会の受付に設置しています。赤
ちゃんからお年寄りまで、障がいのある人もない人もすべての方が気軽
に集える場所作りを目指して、マスコット“うみはちゃん”をデザイン
し、絵描き歌、手遊び付きテーマソングを作ってＰＲしています。 
 また、地元の日本福祉大学への出前講座、町内外の障がい児デイサー
ビスや高齢者サロンを訪問するおもちゃキャラバンの活動も行ってい
ます。「うみは」には地域の方々の支援による手作りの木のおもちゃや
おもちゃ箱があります。これからも地域の方々の協力を得ながら愛され
るおもちゃ図書館となれるよう頑張っていきたいと思います。 
     (おもちゃキャラバンボランティアうみは 代表 小島鈴香) 

 
☆☆おもちゃ図書館はちどりの森（会員 NO.74４） 奈良県香芝市 

 2016 年 5 月、おもちゃの図書館 はちどりの森は奈良県内で現在活
動する 2つ目のおもちゃ図書館として開設いたしました。発起人は、
発達支援に通じている現役保育士。同県内にあるゆめロケットさんと
の出会いにより、はちどりの森が誕生いたしました。活動は、月に 1
回 2 時間という限られた時間ではありますが、小さなお子さんから小
学生のこどもたちまで、年齢や障害のあるなしに関わらず遊びに来て
くれています。はちどりの森では、インクルーシブな遊びの空間づく
りとこどもたちの発達と交流を広げるための子育てサークルとの連
携、保育経験・子育て経験・発達支援の経験を活かした子育て相談の
活動を進めております。地域の中でご家庭とより近く、気軽に話せる場所をと考え、開催しております。活
動は、発起人である私 1人なので、おもちゃの保管場の確保や開催場所も固定で貸りることができませんが、
それでも地域の社会福祉協議会からイベントでのはちどりの森開催をご依頼いただいたり、地域の子育て連
絡協議会にお誘いを受けるなど、徐々に社会の中ではちどりの森の活動を知っていただくようになりました。
それもすごく良いご縁があったからだと感じます。はちどりの森は、小さな活動ではございますが、少しで
も地域に役立つことができ、こどもや、保護者さんたちの安心基地になるよう努力してまいりますので、ど
うぞみなさま、よろしくお願い申し上げます。（峯幸司） 

 

☆☆ぐーちょきぱーてぃおもちゃ図書館（会員 NO.745） 埼玉県さいたま市 
  

 2014 年 6 月より埼玉県さいたま市緑区にて活動を開始。「孫育て、子育て、親育て」をキーワードに子ど

もたちがのびのびと地域で成長していける居場所を目指しています。さまざまなイベントをつうじて、多世

代の方々と交流することでより豊かな地域になることを願っています。10

月に開催した「ハロウィンパーティー」には 100 名上の地域の方々が集ま

り、賑やかなパーティーになりました。寄付していただいたプラ板おもち

ゃを子どもたちに配りました。子どもたちは大喜びでした！入会にあたり

送っていただいたおもちゃの中で人気なものは「アンパンマンクレーンゲ

ーム」「ピタゴラス」「メルちゃん」です。（土屋聖子） 
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 平成 28 年度の交流会は、さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会と、北海道おもちゃ図書館連絡会の共同、         

全国連絡会へは協力を依頼し、10 月 30 日（日）55 名の参加のもと、札幌市社会福祉総合センターで開催し

ました。開催費用は、日本おもちゃ図書館財団「おもちゃ図書館ネットワーク活動支援事業」と、参加者か

らの参加費です。 交流会午前中は、先輩おもちゃ図書館による創設から現在までの貴重な経過を発表。次

に参加館ごとに特徴を発表しました。午後は全国連絡会がこれから進

めていく方針である「今おもちゃ図書館にもとめられるもの」を基調

報告として、次に「道内のネットワークづくりについて」をグループ

ごとに討議発表しました。情報交換により、相互の現況を理解するこ

とができました。アンケートからは「年に一度の交流会は継続するこ

とがすべてであり、開催地は利便性の良い札幌がベター」との意見で

した。 

           （さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会 会長 菅野龍夫） 

 

       戸田市おもちゃ図書館びっくり箱（埼玉県）  

              事務局世話人 青塚和子 

 図書館のパートをしていた時、本の図書館以外に図書館がある

のを知りました。その後、社会福祉協議会の職員となり、おも

ちゃ図書館を開設するきっかけができました。本の図書館では、

おはなしボランティアとして読み聞かせ、紙芝居をしていまし

た。社会福祉協議会ボランティアセンターの仕事からたくさん

の人と知り合い、私の活動も広がりました。自転車で始めたか

みしばいや、紙工作が好きで、紙芝居用のしおり作りと福祉作

業所の名刺箱作り、青少年活動への参加等々。どれも楽しむを

大切にしています。 

 おもちゃの進化にびっくりですが、私と子ども達で楽しんでい

るのが、ままごとです。男の子も「お父さん」、お客さんでは

ありません、美味しい食べ物をたくさん作ってくれます。月１

回、たくさん食べています。 

  

 

各地の「連絡会」 
    情報 

≪各地の連絡会とは？≫ 
「県」や「市」などの単位で「連絡会」等を結成し、交流や研修などを行
っている地域が全国では１９カ所あります。その形態は様々ですが、 
地域でのネットワークを活かし「直接顔の見える」繋がりがあります。 

 上：紙芝居の様子 下：おままごと 

 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。 
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新入会員のご紹介 

 ≪NO.750≫おもちゃ図書館ハルモニア    （埼玉県草加市）  

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）               
☆賛助会費 
  呉本庄つくし園 中区障がい者生活支援スペースぽーと 仙台楽生園  

あしかがおもちゃの図書館 おもちゃ図書館ひだまり  

おもちゃライブラリーきらきら よさみ保育園おもちゃ図書館  

七尾市おもちゃ図書館こあら 町田移動おもちゃ図書館 

町田おもちゃ図書館 ビハーラみやこおもちゃライブラリー 

おもちゃの館ピーターパン 別府児童館自遊ランド （株）トイコー 

野村祥子 三宅正臣 澤田妙子 鹿浜かよ 中嶋武子 立川百恵 片桐貞子 

宇井眞理子 広瀬英一郎 山田美和子 清水洽子 ㈲雷屋 河合宗次  

宮﨑眞理子 山田順子 鶴岡惠美子 永井美智子 中山裕登 

 香取市おもちゃ図書館どんぐり 延岡子ども発達支援センターさくら園 

  函南おもちゃ図書館 港南ひまわり保育園 浦和トイライブラリーおもちゃ箱 おもちゃ図書館ありす 

  天使のおもちゃ図書館はばたき 井上ミヤコ 笹島昌子 武田美和子 岩﨑美由紀 上村和子 高嶋惠美     

  岡原宜二 西川真代 森山昭乃 谷津嘉章 松坂たかよし 子育て支援ボランティアコアラの会  

 （株）メガハウス 福祉のおもちゃ箱どんぐり おもちゃ図書館「ピノキオ」 鈴鹿おもちゃ図書館  

☆寄付 

（株）東工務店 （株）ラスティング 砂山昇 藤田満幸 丸谷一郎 鈴木訪子 小泉康代 千葉礼子 

☆震災支援金 

 よこはま布えほんぐるーぷ ぶどうの木チャリティーハンドベルコンサート 富岡博美 津田博  

 こばとおもちゃとしょかん 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 
 あけましておめでとうございます。幸多き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。新年号は好評だっ

た「開館のひと工夫」第２弾を掲載しました。他の館がどのような工夫・取り組みをしているか、興味深いで

すよね。今後は、都道府県連絡会・地域での取り組み、お子さんとお年寄りの交流など取り上げていく予定で

す。みなさまからのご意見・ご要望などありましたら、是非お寄せください。今年も「トイポスト」をよろし

くお願い致します。(安達）            （編集委員→安達、岸、鹿浜、篠原、園山、藤井） 

  
  
 

 

≪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 

＜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。 

 

 ☆TOY らいぶらりあん養成講座【中級】愛知会場 

■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）    

     

 

 

インフォメーション 

参加者募集中！ 

 
☆要綱はHPに掲載しています 

 


