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昨年 11 月に広島県福山市で開催されました「全国ボランティアフォーラム 2017」に参加し、ボ
ランティア活動が過渡期に入ってきているように感じました。災害が多く、災害支援活動にはたく
さんの参加者がいます。さらに人口減少、少子高齢化は進んで、人々の生活は様々な事が地域へ地
域へと移っていくようです。
ボランティアには、地域の生活を支え合う活動が求められ、そして様々な居場所作りが行われて
います。それは、高齢者・認知症・こども・障がい者・ひとり暮らしなどなど対象は様々です。ま
た、行政や企業、様々な団体などとの協働・共生もさけばれています。
おもちゃ図書館は、最初から地域活動であり、いろいろな方の居場所です。いろいろな意味で先
駆者であったと思います。地域福祉の核になれる活動であり、すでに３０年以上継続されています。
なんて理想的な活動でしょう！！しかし、残念ながら世間での認知が今一つです。この認知度を上
げて、大事な活動が届けられなくならないように、広報活動に力を入れてまいりたいと思います。
昨年は、各地の都道府県連開催の際に事務局から参加させて頂きました。やはり、顔と顔を合わ
せる交流は大切で、同じ悩みを持って活動していると感じる事や、ああ、こんな風に工夫している
のだと、目からうろこの事があったりします。地域によって、活動をするための、会場の事、広報
の事、費用の事など夫々の環境がこんなに違うという事も知ることができます。そしてなにより、
仲間と会う事で力をもらい、活動が前に進みます。ネットワークはとても大事です。
どんなに福祉が充実しても、いつの時代でも、子育ての悩み、障がいと向き合ったときの気持ち、
こころの中は変わりません。一緒に悩み、一緒に考えてくれる、そばにいてくれる人がいる場所、
それがおもちゃ図書館の大事な役割です。
おもちゃの図書館全国連絡会は、この活動が、楽しく、元気に続いて行かれることを願い、バッ
クアップできるように努めてまいります。今年もよろしくお願い申し上げます。
平成 30 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
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平成 29 年 11 月 18 日（土）～19 日（日）
福山ニューキャッスルホテル他（福山市）
ボランティア全国フォーラム２０１７
備後圏域実行委員会
「広がれボランティアの輪」連絡会議
全国社会福祉協議会

『全国ボランティアフェスティバル』から『ボランティア全国フォーラム』となり２回目の今年は、広
島県福山市での開催となりました。おもちゃの図書館全国連絡会は、広がれボランティア輪のメンバー
）
として実行委員として参加しました。その中で、福山市には常設館の「福山おもちゃ図書館」があるこ
と、そして子育て支援活動が活発なことから、第５分科会「地域とボランティアが支える子育て」を企
画いたしました。報告者として地元の布絵本手作りのグループと NPO 法人そして、「福山おもちゃ図書
館」の朝川さん、「なぎおもちゃの図書館ひよこ」の岸本さんに登壇をいただきました。それぞれのお
もちゃ図書館の設立や地域の方々の支援や協力などそれぞれ歴史があり、設立者の思いがつまっている
ことがわかりました。このように、おもちゃ図書館のメンバーだけでなく、多様な活動をされている方々
におもちゃ図書館を支えているメンバーの思いをじっくり聴いていただける機会を設けることができた
のは、とてもうれしいことでした。登壇をいただいた朝川さん、岸本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）
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おもちゃ図書館ボランティア養成講座【初級】

「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】」を、埼玉県にて実施いたしました。この講座は、
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、ボランティア自身がその活動の質を高め、活動をより活性化していく役割を担
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であり、これまで延べ 460 名以上の方が受講されました。
受講者の皆さまからは毎回大変好評をいただいております。今後もご参加お待ちしております。
TOY らいぶらりあん養成講座（初級）
日時：平成２９年１０月２８日（土）10：00～15：15
会場：さいたま市浦和ふれあい館
参加者：２８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
さいたま市社会福祉協議会
大橋太郎氏
講座Ⅲ 障害のある子の遊びとおもちゃ
おもちゃの図書館全国連絡会
髙村豊

講座Ⅱ

大橋太郎氏

講座Ⅲ

実際におもちゃを紹介

しつつ

【受講者の感想・アンケートより】
・世界の歴史、日本の歴史がそれぞれよくわかりました。ルーツを知っていること
で、今後の活動に目的を持って活動することができると思いました。（講座Ⅰ）
・面白くわかりやすく根本的なこと、しかし奥深い内容で勉強になりました。具体例が
わかりやすい。寄り添う、そこにあること（存在）が大事である。（講座Ⅱ）
・多種多様なおもちゃを知ることができて、楽しく、感心するものばかりだったので参
考になりました。（講座Ⅲ）

２

修了証授与！

おもちゃ寄贈
毎年「おもちゃショー」の後に企業の皆さま
より寄付していただく「おもちゃ」の他、今
年度はマスコットや小物など、イベント等で
使えるグッズなども数多く寄付していただき
ました。おもちゃは希望アンケートや申し込
みにより、全国各地のおもちゃ図書館に寄贈
いたしました。

毎年、乗用玩具もたくさん寄
付していただいています。

秋には「テディベア」グッズも。
クリスマスシーズンにむけ多数
の応募がありました。

【お礼のお手紙より】
新しい玩具をお部屋に出すと子ども達が目を輝かせ、ちょっとしたし
た取り合いがおきてしまうほどでした。お人形のメルちゃんは当室でも
大人気ですが、以前から使用していたメルちゃんは髪の毛や肌が劣化し
ていたので 新しいものがきて子ども達に大好評です。長年 玩具を使
用していると玩具が劣化していくのでこのような寄
付は有り難い限りです。今後も何か機会がありまし
たら宜しくお願いいたします。
（横浜共生会 どんとこい・みなみおもちゃ文庫）
おもちゃショーの後、たくさんのおも
ちゃを寄贈していただきました。

【お礼のお手紙より】
この度はおもちゃを寄贈していただきましてありがと
うございます。
寄贈してただいたおもちゃを、この夏のおもちゃキャ
ラバンに持っていったところ、子どもたちに大変喜ばれ
ました。クレーンゲームとアイスクリーム屋さんは障害
児の放課後等ディサービスすべての子どもたちに大人気
でした。寄贈してくださった企業の皆さまに厚くお礼申
し上げます。
（美浜町おもちゃ図書館うみは）

【お礼のお手紙より】
この度は当おもちゃ図書館へ可愛いおもちゃ
を賜り、厚く御礼申し上げます。皆さまに喜んで
いただけるようにありがたく大切に使わせてい
ただきます。
明るい子どもたちの笑い声は、施設内にたくさ
んの笑顔を運んでくれます。多くの皆さまの笑顔
に支えていただきながら今後も活動を続けて参
りたいと思います。
（おもちゃ図書館てんじゅえん）

簡易リンクぺージの公開
今年度、(公財)損保ジャパン日本興亜福祉財団から「2016 年度ＮＰ
Ｏ基盤強化資金助成助成金」をいただきました。この助成では、おもち
ゃの図書館全国連絡会が各地のおもちゃ図書館の特色ある活動の情報
収集と、その情報を活用した広報誌やホームページでの情報発信を応援
していただいています。
ホームページの「全国のおもちゃ図書館一覧」を開いたときに、各お
もちゃ図書館の活動がよりわかりやすくなるように、各おもちゃ図書館
のオリジナル HP のリンクを進めることと、「簡易リンクページ」を各
おもちゃ図書館に作成していただき公開しています。
おもちゃ図書館の活動 PR はもちろんですが、利用する方にとって、
今は WEB 媒体はかかせない大切な情報源です。今後も HP からの情報発
信、整備を進めてまいります。

３

≪各地の連絡会とは≫
「県」「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。

さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会、埼玉県おもちゃ図書館連絡会は、
設立 30 周年を迎えました。
おめでとうございます！！

北海道地区
研修会
平成 29 年度の地区研修会は、10 月 29 日（日）56 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「地区ネットワーク支援事業」からの助成と参加者の参加費
です。開会前に、北海道連絡会の皆さんによる情報交換会を実施。開会後の午前中は、事例発表として北見
市おもちゃライブラリーの会による特徴のある運営状況の発表です。次に参加館ごとに活動内容の紹介。～
子どもは皆んなの宝もの～おもちゃは子どもの宝もの～とのことです。
午後は全国連絡会の基調報告です。若いお母さんたちはネットでの情報活用が多いため、全国のおもちゃ
図書館の紹介をホームページで行っているとのことです。次にみんなが居心地がいいおもちゃ図書館を作る
には！をグループごとに討議しました。～楽し
く親子でホット一息し、くつろげる所～涙と笑
いのあるところ～命を大切にできるところ～
など沢山の意見がでて終了することができま
した。（菅野龍夫）

埼玉県
30 年を迎えて
【埼玉県おもちゃ図書館連絡会 30 年を迎えて】
毎年県連のメンバーで交流会を実施しています。現在は毎年「海の日（祝
日）・埼玉県障害者交流センター」と日と会場と決め、10 時半に始まり 14
時には閉会のプログラム。午前中はゲストを迎え皆で楽しみ、昼食とミニ
バザー（各館から食べ物、手工芸品、野菜の販売等）、午後は５つ程のミ
ニゲームにスタンプラリーで挑戦、全部集まったら景品と交換、恒例にな
ったタオル体操と県連の歌「おもちゃがいっぱい」を歌って閉会です。

可愛らしいガイドができました！

今回は 30 回を記念して、共同募金会の助成金を受け、交流会では長年
「NHK 英語であそぼう」でおなじみのエリックジェイコブセンさんのコン
サート、また埼玉県おもちゃ図書館ガイド「遊びにきてね♪おもちゃ図書
館」の作成が実現しました。そのほかの事業として、県社会福祉協議会の
協力をいただき市町村のおもちゃ図書館の調査、県連 30 年の記念紙「30
年のあゆみ」も作成しました。仲間の絆がますます増したように感じてい
ます。

（青塚和子）

海の日には毎年恒例の交流会

４

栃木県連絡会
研修会
栃木県おもちゃ図書館連絡会発足当時は、親子宿泊を伴う研修会
や交流会を実施していました。発足以来 30 年間、「おもちゃ図書館
だより」を継続発行しています。最近の活動は、毎年宇都宮市で開
催される栃木県障害者文化祭に参加し、おもちゃサロンに沢山の障
害者施設・団体、学校や関係機関の方々をお迎えしています。
平成 29 年度は例年のこのサロンに加え、「地区ネットワーク活動
支援事業」の助成により、12 月 15 日（金）小山市生涯学習センター
に於いて、研修会を開催しました。参加者は 26 名。全国連絡会の小
泉理事長によるおもちゃ図書館活動の理念から時代の変化に伴う活
動内容の経過は、活動歴の浅いボランティアさんにはとても参考に
なったと思います。続いての全国の幅広い現況のお話は、各地のそ
れぞれの活動を身近に理解できました。今後の動向については、ま
すます多様化・個別化するニーズに合わせて、振り返る機会となり
ました。（篠﨑あずみ）

【おめでとうございます！厚生労働大臣賞受賞】名古屋中村おもちゃ図書館
名古屋市で、一番最初に開館したおもちゃ図書館として、この度、
ボランティア功労者厚生労働大臣賞を受賞しました。11 月 22 日の
東京での全国社会福祉大会に参加できなかったので、1 ヶ月遅れで
名古屋市役所健康福祉局長室で伝達受賞式がありました。自宅を開
放する形で始め、社会教育センター〈現 生涯学習センター 〉で 30
数年の活動に対して評価していただいたのだと思います。数多くの
ボランティアさんたちのおかげです。（髙村豊）

【手作りタペストリーでえひめ国体を盛り上げました】西条おもちゃ図書館「ぽけっと」
秋のえひめ国体、全国障害者スポーツ大会
に合わせて、西条おもちゃ図書館「ぽけっと」
会員とボランティアの皆さんが作成したタペ
ストリーが西条市役所や国体会場に飾られま
した。タペストリーは縦約２メートル、幅 1.5
メートル。国体のポスターを参考に、市内で
実施される六つの競技をしている「みきゃん」
などをデザイン。キャラクターのイメージを
損なわないよう、同じ色の布を探し歩くなど
細部にまでこだわって作成したそうです。

⇒

トーチを持つ中央のみきゃん、右では車イスに変わっていますね！

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。

☆☆草加おもちゃ図書館ハルモニア（NO. 750） 埼玉県草加市
草加おもちゃ図書館ハルモニアは、今年の 11 月で開設 1 周年を迎えました。児童発達支援・放課後等
デイサービスの事業を行う施設の１階を利用し、毎月第 1・3 金曜日に活動しています。少しずつですが、
遊びに来てくれるお子さんも増えてきました。
私たちの思いは、おもちゃ図書館の理念の通り、障がいのあるお子さんや発達の気になるお子さんに安
心して過ごせる場所を提供したいのは勿論のこと、そのお子さんのご両親やごきょうだいに、誰にも気兼
ねなく心から安らげる場所して利用して頂きたい思いがあります。
おもちゃ遊びを通して人との関わりを経験し、ご家族の不安や緊張
を和らげられるお手伝いができると嬉しいです。
私たちの思いを応援してくださる方々から沢山の絵本やおもちゃ
の寄贈があり、役割の必要性を感じています。今後も家族支援の
ひとつとして地域の皆さんと繋がりながら多くの方におもちゃ図
書館を知って頂けるように活動していきたいです。（後藤陽子）

☆☆おもちゃ図書館千石たまご荘（NO. 752） 東京都文京区
千石たまご荘は、文京区千石周辺に住む親が集まって作った地域活動拠点で、得意なことを仕事にしたい
人を応援するための場所です。このまちで暮らす親たちの憩いの場として、毎週木曜日のランチタイムをお
もちゃ図書館の開館日として地域に開放しています。普段は常駐できるスタッフが確保できないので毎日開
けることは難しいのですが、少しずつ認知度が上がってくるとともに、ふらっと立ち寄ってくれる人が増え
てきました。おもちゃ図書館として運営し始めてまだ日が浅いのですが、
貸し出しに力を入れて行きたいと考えています。おもちゃでの遊びを通
じて、うちの子・ヨソの子、障害のあるなしの壁を越えて交流を深めて
いきたいと考えています。
千石周辺には、「おひさま」「千石こじゃり」というおもちゃ図書館
があり、それぞれの場所を活かして運営しています。今後は、３館で連
携して、おもちゃを通じて子どもが育つまちを作っていきたいと思いま
す。 (高浜直樹）

☆☆たかのおもちゃライブラリー（NO. 753）

京都府京都市

たかのおもちゃラブラリーは、京都市左京区高野の京都市障害者スポーツセンターで偶数月の（原則）日
曜の午後に開催しています。会場には大型エアトランポリンや大型つり具、大人も入れるボールプールと、
おなじみの木のおもちゃの数々。ハンディキャップのある子もない子も老若男女も参加フリー。運営は、現
在、京都おもちゃライブラリー連絡協議会がしています。参加型のプログラムや学習会なども自由に企画し、
フラッとその日だけ立ち寄ってみたいという雰囲気を大切にして。。。
去る 12 月 9 日（土）の例会は、いつものクリスマス会とガラリと雰
囲気を変えて「みんなで楽しむミュージックケア‼︎」を開催。講師の伊
藤美恵さんの巧みで不思議なパワーで 37 名の参加者はいつのまにかひ
とつに繋がりました。カスタネット、鈴を手にしたり、パラバルーンや
シャボン玉で気持ちが広がり、からだもリラックス。優しい笑顔があち
らこちらに。ボランティアのサンタさんからプレゼントも配られ、初め
て参加のお友達にも楽しい会になりました。（代表 野村和子）
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日本における「おもちゃ図書館」はもともと「障がいのあるお子さん」のために始まったボランティア活動
です。今年度は、「障がいのあるお子さんとおもちゃ図書館」について、ボランティアの皆さんの体験やエピ
ソードを通じて「おもちゃ図書館」「おもちゃ」「遊び」など、シリーズで考えていきたいと思います。
今回は神奈川県内のおもちゃ図書館より、それぞれのおもちゃ図書館の中でのエピソードを紹介していただ
きます。

「にこりんおもちゃ図書館へのお誘い」

川崎市：にこりんおもちゃ図書館

逢沢良子

社協ボランティア相談コーナーに立ち寄られたお母さん。 傍のバギーですやすや眠る「ユキ君」
10 か月。お母さんのお話しが始まり、胸いっぱいの不安が涙に伝わりました。こんな時、私たちも
途方にくれるというのが本音です。早速、にこりんおもちゃ図書館を紹介しました。仲間が居るとい
うことは心強いものです。出会い、お話しができるとお母さんは笑顔に。そんな時は距離を保ちなが
ら、子どもはおもちゃへ誘導します。お母さんから聞いた情報をもとに、子どもの多様性に沿ったお
もちゃを探します。子どもの好奇心って凄い！！じっと観察しています。あらゆる方法でおもちゃに
近づきます。ひとつのおもちゃに集中したら、時折仕掛けをしたり、ゲームに引きずり込みます。し
っかりと握ること、手離すこと、人と関わりながら遊ぶこと、それらがおもちゃの持つ可能性のいく
つかです。
ユキ君が はまった「プレート迷路ドライブ」私とゲームを始めました。うつ伏せのユキ君と同じ
姿勢をとり、GO のサインでつまみを進めます。勝ちたいユキ君、声をあげ闘いに挑んできました。
もちろん彼にはかないませんでした。2 歳半の時でした。
ハンディキャップのあるお子さんたちには、自らおもちゃを
選ぶこと容易ではありません。親御さんは更にゆとりがないのでは、
肢体・脳・視覚・聴覚等々、様々な不具合を当事者は受け入れて誕
生してきたのだと思います。おもちゃは彼らの好奇心と可能性をひ
き出すファーストコンタクトの道具です。ひっくりかえったおもちゃ
箱は今日も明日も子どもたちの好奇心との出会いを待っています。

「好きなおもちゃを楽しく使うために・・・言葉を交わしながら」
横浜市：おもちゃ図書館港南ひまわり

伊藤幸子

頂いた玩具の中にあった、カーキャリアのおもちゃと新幹線のおもちゃは、特に男の子の中で大人
気でした。遊び始めてすぐは玩具の取り合いが多く、「あー！」「とったー！」などトラブルばかり
でした。その都度、保育士が仲立ちして、どのように相手に伝えればよいか、相手の気持ちはどう思
っているのかを伝えていくうちに、少しずつ「次、貸して」「今、使ってるからあとでね」など言葉
で気持ちを伝えられるようになってきました。
今でも咄嗟に言葉が出なくて大泣きしたり、勝手におもちゃを
持って行ってしまいトラブルになることもありますが、言葉を交
わすことで友達と遊ぶことも増え、カーキャリアと新幹線を貸し
借りして仲良く楽しく遊べることも多くなってきています。
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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【中級】東京会場

参加者募集中！

■日程：平成３０年１月２０日（土）21 日（日）定員 50 名
9:50～16:00 （受付 9:30 より）
■会場：サンパール荒川 （東京都荒川区）
☆要綱は HP に掲載しています

～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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費
山田美和子 野村祥子 神﨑真理子 立川百恵 山田順子 広瀬英一郎
見城眞由美 宮﨑眞理子 昌玲寺 藤村行一 片桐貞子 佐伯万里子
藤田満幸 藤田陽菜子 増田岳洋 増田ゆき 谷津三保子 山田宜廣
榊原かず子 水ノ江智津子 砂山昇 中嶋武子 山崎寿也 稲葉恵子
鹿浜かよ 井上秀子 松山章恵 鈴木清美 川上明子 後藤哲子
鈴木玲子 箭内貴史 猪狩廣美 柚口千佳 清水洽子 永井美智子
都築芳子

井上ミヤコ

澤田妙子

西宮敬子

池上信江
武田美和子

天使のおもちゃ図書館はばたき

松坂たかよし

伊部美智恵

丸谷一郎
（株）アポロ社

（株）トイコー

≪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

おもちゃライブラリーつくし 三鷹おもちゃ図書館 NPO 法人ひまわり
苫小牧おもちゃライブラリー 荒川おもちゃ病院 函南おもちゃ図書館 仙台楽生園
一般社団法人くるり 笠井共生活動センター（株）東工務店 （有）雷屋 川合宗次 銀河ステーション
ニューサービス日経西日暮里 西峯行雄 子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと
鳥取市立若草学園おもちゃ図書館
延岡こども発達支援センターさくら園 串間おもちゃライブラリー
白川町おもちゃ図書館ありす 札幌発寒おもちゃライブラリー 鈴鹿市おもちゃ図書館
子ども発達支援センターからふる 西条おもちゃ図書館「ぽけっと」 おもちゃ図書館といらんど
本願寺沖縄別院 おもちゃ図書館すきっぷ 浦和トイライブラリーおもちゃ箱 中士幌児童ステーション
二子おもちゃ図書館ぽっぽ おもちゃ図書館あるむトイクラブ 和泉おもちゃ図書館
よどがわおもちゃ図書館ろばの子 あしかがおもちゃの図書館 小牧市社会福祉協議会
いいじまおもちゃ図書館 七尾市おもちゃ図書館こあら なかまおもちゃライブラリー「ぽっぽ」
おもちゃライブラリーやさいの会 子育ち・子育てサポートきらきらクラブ
町田おもちゃの図書館 町田移動おもちゃの図書館

☆寄付
川原恵美子

（有）ユープランニング

＜編集後記＞
あけましておめでとうございます。寒さが厳しくなりますが、また新たな一歩を進めていきましょう。これか
らの季節は、利用者さんも卒業・新規利用などが増えます。出会いと別れの中、私たちも活動内容に迷ったり、
壁にぶつかることも・・・。そんな時、トイポストの中で紹介させていただいている皆様の様々な活動内容が、
少しでもヒントとなれば幸いです。皆様のお知恵を拝借しつつ、今年も「トイポスト」をお届けしていきます。
ご意見・ご要望もお待ちしています。（藤井） （編集委員：安達、岸、篠原、園山、藤井）
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