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あけましておめでとうございます。皆様ご健勝の事とお喜び申し上げます。
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平成 1８年３月１５日発行 /

（№６６）

電話 03-5565-0823 FAX 03-5565-0824 E-mail:renrakukai@toylib.or.jp
平成、最後のお正月となります。平成の 30 年間で、ゴールドプランなどから始まり福
祉制度の様々な改革がございました。当初から少子高齢化は始まっておりましたが、予想
をはるかに超えているのではないでしょうか。また、昨年は災害も多く「今までに経験し
た事の無い…」というフレーズも耳に致しました。まさに私たちは「今までに経験した事
の無い、少子、超高齢化」を迎えようとしているのかもしれません。
しかし、ボランティア活動をされている方なら、いろいろな経験の中から、きっと乗り
越えられると感じておられると思います。
ボランティア活動は、ニーズがあって動き出します。「こんな事ができたら良いな。」
「あそこに必要とされている方がいる。」そこに気づいた方々が、必要に迫られたり、理
想に燃えたりしながら活動が始まります。
何もない中から、活動は生まれて育っていきます。知恵と工夫と心意気、そして活動が
始まります。それが福祉の制度につながっているのは間違いありません。これからの時代
に、さらに必要とされて参ります。
大きな宇宙の、小さな地球、その中の人間。様々な条件の中から、生まれてきた人間。
その一人一人の大事な命。どんな時代になっても、一人一人の一生はかけがえのない一生
です。「あ～楽しかった」「あの人に出会えてよかった」「よい時間を過ごせた」そんな
一瞬一瞬の積み重ねができると良いですね。おもちゃ図書館は、障がいのある方々、子育
て中の方々、定年退職された方々、ご高齢の方々、もちろんお仕事現役の方々、学生さん
などなど、様々な方の出会いの場です。良い出会いで、良い時間を一緒に過ごす場所、一
緒に悩み、一緒に考える人がいる場所、それがおもちゃ図書館です。
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。
2019 年（平成 31 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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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 30 年度は、18 館が助成を受けまし
た。

「有馬玩具博物館」見学を楽しみました

さんだおもちゃライブラリー（兵庫県）

10 月 14 日（日）13 時から 15 時「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」を頂き、
「有馬玩具博物館」の見学に行きました。集合時間になると、うれしそうな顔の子どもた
ちがお父さん、お母さんと一緒にやって来ました。まずは 6 階の「ドイツの伝統的なお
もちゃ」のコーナーに集合し、簡単な日程の説明の後、思い思いに目当ての遊びのコーナ
ーに移動しおもちゃで遊ぶことを楽しみました。
時間になると「ぶんぶんごま」と「指人形」のワークショ
ップが始まりました。木で作られた素材に絵を描いていきま
す。出来上がったぶんぶんごまを上手に回して見せてくれま
した。指人形も素敵にできあがりました。鉄道模型の運転時
間には、皆で電車の動く様子や夜と昼の異なった雰囲気にす
っかり魅せられました。後で、ライブラリーとしての時間が
過ぎても閉館時間までたっぷり遊んで帰ったと教えて頂き、
親子の触れ合いの時間が持ててよかったと思いました。
子どもたちの飛び切り素敵な笑顔に出会えた時間をどうも
ありがとうございました。これからもご支援をよろしくお願
いします。 （光永悦子）

「きて・みて・さわって

たのしんで」布えほん・布おもちゃ展示会
よこはま布えほんぐるーぷ（神奈川県）

2018 年 9 月 19 日、みなとみらいにある商業施設【マークイズ】
3 階子ども専用フロアーのスペースにて展示会を開催いたしまし
た。好天に恵まれ、ガラス張りのスペースは暖かい日差しが差し
込んでいました。
バイキンマンの的あては、順番待ちとなるほど子どもたちに大
人気、さかなつりは釣ってはかごに入れ釣果をお母さんに報告、
切れるケーキはハッピーバースデーの歌の後、お皿に分けみなさ
んへ、たくさんの子どもたちがいっぱい遊んでくれました。笑顔
もたくさん。
今回日本おもちゃ図書館財団の助成金をいただき、このような
場所での展示会が実現いたしました。布えほん・布おもちゃは初
めての方も多く、おもちゃ図書館の活動・よこはま布えほんぐる
ーぷの活動・作品を知ってもらうことができました。輪が広がる
ことを願っております。ありがとうございました。（園山裕子）
２

「地区ネットワーク活動支援事業」は、各地のおもちゃ図書館のネットワーク作りを推進するため、
身近な地域の仲間たちと共に地域にある様々なニーズや課題について学び合い、情報交換と交流を通し
て、活動を継続し質を高めることを目的としています。今年度は 6 か所へ助成いたしました。

神奈川県おもちゃの図書館連絡会
長年の懸案だった「神奈川県おもちゃの図書館連絡会」を 2017 年 11 月に関係者のご協力を
頂きまして漸く設立しました。県下で全国連絡会に加盟している「おもちゃの図書館」は 17
館が活動していましたが設立時、＜県連絡会＞への加盟は 15 館の皆さんにご賛同を頂きスタ
ートしました。
そして、2018 年 5 月 27 日(日)に開催した「平成３０年度年次総会」に於いて＜見学会＞を
開催することが決定し 2018 年 11 月 14 日(水)に実施しました。見学先に選んだのは、全国で
も最大規模で且つ、ユニークな東京都荒川区で活動する「荒川お
もちゃ図書館」、「おぐぎんざおもちゃ図書館」等を決めました。
当県連としては初の事業なので参加者数を心配していましたが皆
さんに賛同を頂いて 6 館 13 名の皆さんの参加を頂き、見学先で
は鈴木訪子さんに終日ご案内を頂きました。
当日は好天に恵まれ、地下鉄・三ノ輪駅で合流し予定コースを
巡る際、移動には現在、東京都に唯一つ残っている「都電・荒川
線」の懐かしいチンチン電車に乗ったり地元の名所を巡り楽しい
１日でした。
会長 砂山昇（逗子おもちゃの図書館）

滋賀県おもちゃの図書館連絡協議会
平成３０年度滋賀県おもちゃの図書館連絡協議会が１０月２０日（土）近江八幡市立総合福
祉センターひまわり館で開催されました。
この日の連絡協議会は、５館２６名の参加があり、はじめに滋賀県社会福祉協議会高橋総務・
施設管理 G 課長より、「おもちゃの図書館は平成１６年全国ボランティアフェスティバルから
の流れ。全国から海外へ、大人も対象にした取り組みに広がりつつある。この活動にあらため
て敬意を表したい」とのご挨拶をいただきました。
次に育脳インストラクター中島みちる先生より、「今どきの子育
ちをどのように支えるか」と題して、講演いただきました。これか
らの子どもたちが身に着けるべき力「生きる力」や、自分で考えて
行動する力を奪わない声掛けの仕方など、地域の大人ができること
を具体例を交えて楽しく学びました。
その後、それぞれのおもちゃ図書館から、手作りのおもちゃの紹
介をし、それぞれの工夫を凝らしたおもちゃが興味深く、参加者同
士で会話が弾みました。
子どもを取り巻く環境が目まぐるしく変化する中、おもちゃを通
して地域の人と人がつながり支え合うおもちゃ図書館の活動がこれ
からも末長く続きますように、社会福祉協議会ボランティアセンタ
ーも活動支援していきたいと思います。
（近江八幡市社会福祉協議会ボランティアセンター 八木明恵）
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特 集
（株）make・おもちゃの図書館全国連絡会

共同事業

マイバッグ寄贈の経緯
「おもちゃ図書館で楽しい創作行事を」と、(株)ｍａｋｅ様か
ら「マイバッグづくり」の資材提供の申し出をいただきました。
(株)ｍａｋｅ様は東京都渋谷区に本社をおき各種パッケージの制
作などを手掛ける企業です。今回、障害のある方たちをぜひ応援
したいと全国連絡会にご相談をいただき、おもちゃ図書館での「マ
イバッグづくり」を行うことになりました。希望するおもちゃ図
書館に、布製のバッグと布用ペンを配布していただき、それぞれ
のおもちゃ図書館で、自由に素敵なマイバッグをつくりました。
全国 47 館、3000 枚の布バッグを寄贈していただきました。

各地からの報告

☆おもちゃ図書館こまど（福岡県）
地域のお祭りに出店参加し、マイバッグづくりのブースを設けました。
デザイン科に通う高校生ボランティアさんにブースを担当してもらい、午
前中のうちにご寄附いただいた枚数が受付終了してしまうほどの盛況ぶり
でした。特に女の子に人気で、友だちや兄弟姉妹を誘い合って並んでくれ
ました。友だち同士で笑い合って描いたり、高校生ボランティアさんに相談
しながら熱心に描いている様子は、とても微笑ましく良い時間でした。
普段は放課後等デイサービスに併設して活動をしていますが、地域に出向
き、たくさんの方々と交流の場を持つ楽しさ・大切さを感じました。定期的
な開催だけでなく、イベント出店等も通して、よりよい地域づくりに貢献し
ていけるよう活動していきたいと思います。（NPO 法人まど 増田淳子）

☆荒川区社会福祉協議会主催「福祉まつり」
毎年秋恒例の、荒川区社会福祉協議会主催「福祉まつり」が
荒川スポーツセンター体育館で開催され、今年は 5000 人が
来場しました。荒川・汐入・おぐぎんざ 3 館のおもちゃ図書
館も参加し、スポーツセンター卓球室で「きっずとベビーわ
くわくフェスタ」を開催しました。
玩具で遊べる「おもちゃ図書館コーナー」「ミニステージ」
等が有り、1000 名近くの親子連れで賑わいました。
その中で、今年は初めて「布バックお絵描き」を開催し、親
子連れで来館した子どもたちはカラフルなペンで、バックに
上手に絵を描いて楽しんでいました。10 時半から 4 時間の間
で、100 枚近くのマイバッグを作りました。自分が描いた「オ
リジナルマイバック」を、そのまま持ち帰る事が出来るので
大好評でした。
（荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン 木場・堀内）
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いろいろなマイバッグができました

【報告書より抜粋してご紹介します】

☆おもちゃ図書館ぐんぐん（香川県）
10 月の行事予定の中にみんなで作ろうマイバック♪を取り入れ
させて頂きました。絵を描く事が好きな子は、『私、ハート描きた
い！』『○○さんの顔を描いたよ』と嬉しそうにスタッフに見せて
くれたり、『何を描こう・・』とものすごく悩んでいる子もいたり、
スタッフと一緒にアンパンマンやドラえもんを描いたりと、どの子
どもたちも自分の絵を考えながら描く事が出来ました
お母さんに作ってあげるんだ！というお子さん、色に悩むお子さ
ん、普段見れなかった絵心のある才能が見られたりと、スタッフも
一緒に楽しんで取り組ませていただきました。年齢により作品も色
々で、また、普段は、かばんにらくがきはしちゃダメ、のイメージ
から解放感もあったのか、新鮮でわくわくして普段少しの時間も座
っていることが難しい子どもも、バッグに絵を描き終えるまで集中
したり、出来たバッグを嬉しそうに握りしめていたりと色々な面を
見ることができました。（NPO 法人ひまわり 今橋香）
☆しみずおもちゃ図書館（静岡県）
平成 30 年 12 月 8 日(土)にクリスマス会を開催し、そ
の際に、マイバッグ作りを行わせて頂きました。子ども
たちは、保護者だけでなく、ボランティアの方々ともお
話をしながら楽しく絵を描いている姿が印象的でした。
また、保護者向けのアンケートを行い、『一番楽しか
ったプログラムは何か』という項目に対して、多くの方
が『マイバッグ作り』と回答しました。自由記述欄にも
マイバッグ作りに関することが多く書かれており、「自
分で作るバッグ作りはとてもやりがいがあったように思
います」といったコメントを頂きました。
（しみずおもちゃ図書館 深澤恵子）
☆自分だけのオリジナルバッグができました！

（報告書より）

株式会社 make 代表取締役 松本健様より
おもちゃ図書館の皆さんへ
今回色々なイベントでトートバックを使用して
頂けたこと、大変嬉しく思っております。
また、お手紙や写真を送って頂き大変嬉しく思
っております。一人でも多くのお子様にものづく
りの楽しさを感じて頂けるよう、微力では御座い
ますが、これからもお手伝いをさせて頂けたら幸
いです。
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長年にわたるおもちゃ図書館活動に対する表彰の嬉しいお知らせが各地より届きました。
おもちゃ図書館は日々の地道なボランティア活動に支えられ、35 年以上にわたって続いてき
ました。今回表彰された館はもちろんですが、全国の皆さまのそれぞれの小さな活動も地域の
中で大切にされていることと思います。今回、受賞された皆さまよりコメントをいただきまし
た。心よりお祝い申し上げます。

緑綬褒章
☆ふくいおもちゃ図書館おもちゃ箱の会 （福井県）
昭和 63 年に会が発足。毎週水曜日に楽しく話
をしながら布おもちゃを作り、貸し出しをして
います。「家庭を大事に」を一番と考え、活動
時間内にいつでも参加すればよい事にしていま
す。各家族の理解のおかげで長く続けられたの
だと思います。（代表 野村文子）

文部科学大臣表彰

☆柏おもちゃ図書館かたつむり（千葉県）
緑綬褒章をいただき、たくさんの人か
ら温情や恩恵をいただき、誠にありがた
く感じました。そして、子どもたちが安
心してのびのびと楽しく遊べる「おもち
ゃ図書館」にすることを心に深く銘じま
した。（代表 今井直樹）

☆むつみおもちゃ図書館（千葉県）

この度「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科
学大臣表彰を授与され大変感激しています。年三回の
音楽発表の時、楽器演奏や歌で頑張るメンバー、小さ
い子供達にプラレールレイアウトして楽しませるメン
バー、それぞれの得意とする活動で余暇を楽しんでい
ます。今後もメンバーの為に親たちのボランティアは
頑張って行きます。
（代表 川村百合子）

ボランティア活動功労者表彰

☆大府市おもちゃ図書館あいあい（愛知県）

この度、愛知県平成 30 年度ボランティア活動功労者表彰を
お受けすることができました。今まで関わって頂いたボランテ
ィアの仲間、社協の職員、発達支援センターの職員など、たく
さんの方々のお蔭と感謝しております。子供達の成長や、毎月
の開館日に元気な笑顔に会えるのを楽しみに長くやってくる
ことができました。これからも地道に｢細く長く｣ですが、ボラ
ンティア仲間と、よりよい運営ができるよう努力していきたい
です。(前代表 山下和子）
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「地域で子育て 応援しています」
おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」（埼玉県）和賀貴子
今年度世話人の一人に加わらせて頂きました和賀と申します。宜しくお願いいたしま
す。私たちのおもちゃ図書館は、1994 年に大宮市社会福祉協議会の事業として発足。そ
の後、市町村合併で大宮市からさいたま市に移行したことにより 2001 年にボランティア
グループとして再結成し今に至っています。私は一利用者でしたが、子どもの手が離れて
きたところでスタッフとして関わり始めました。
現在は、自分の体験を元に子育てのアドバイスをさせていただいていますが、何よりお
母さん達が気兼ねなく子どもを遊ばせられる場となるように心掛けています。
人気のおもちゃは、プラレールやトミカなどの乗り物や、くるくるチャイム、自動販売
機、おままごと等です。
これからも息の長い活動を続けて行きたいと思っています。

ままごとセット

電車や車は大人気です

自動販売機

2018 年 12 月 3 日（月）４日（火） 埼玉県川越市 ウエスタ川越
（主催：日本子ども子育て支援センター連絡協議会【ここネット】）
第 9 回子ども・子育て支援全国研究大会 2018in 埼玉の「こそだ
て横丁」で、おもちゃ図書館の PR ブースを出展してきました。
主催団体の事務局長である熊本市、山東子ども園園長の村上さん
が「おもちゃ図書館」に興味を持ってくださり、出展への声かけ
をしてくださいました。全国各地から参加された保育所の先生や
子育て支援センターの職員さんなどに、おもちゃ図書館開設の良
さなどをお伝えすることができました。保育所や子育て支援セン
ターでのおもちゃ図書館も増えていますので、今後もこうした機
会を大切にしていきたいと思います。
（来年は、山梨県甲府市で開催予定です）
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インフォメーション

参加者募集中！

☆TOY らいぶらりあん養成講座【初級】静岡会場

■日程：平成３１年２月２３日（土）定員 50 名
☆要綱は HP に掲載しています
１０:００～１６:３０
■会場：静岡市中央福祉センター（静岡市葵区城ノ内町１-１）
～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）

≪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
三鷹おもちゃ図書館 ㈲雷屋川合宗次 (株)東工務店
おもちゃ図書館あるむトイクラブ おもちゃ図書館コアラ
（株）全肢連事業部 串間おもちゃライブラリー
磐田おもちゃ図書館 北区おもちゃ図書館
【賛助会費・寄付の口座】
おもちゃ図書館すてっぷ おもちゃ図書館ポトフ
三井住友銀行 町屋支店
一般社団法人くるり 太田おもちゃ図書館 Heartful♡Tree
口座番号
おもちゃ図書館てんじゅえん 柏の芽おもちゃ図書館
普通７０１３９３０
新宿おもちゃ図書館「ここ・から広場」 萩おもちゃのおうち
（口座名）
函館おもちゃライブラリー 福岡おもちゃ図書館ぽけっと
特定非営利活動法人
鈴鹿市おもちゃ図書館 浄土真宗本願寺派本願寺沖縄別院
おもちゃの図書館全国連絡
おもちゃ図書館でんでんむし 入間おもちゃ図書館ありんこ
会
和泉愛児園 仙台楽生園 トレンドマスター（株）
かながわ地域活動ホームほのぼのおもちゃ文庫 （社福）手をつなぐとなみ野小矢部事業所
NPO 法人子育ち・子育てサポートきらきらクラブ （株）メガハウス 昌玲寺 藤村行一
鶴岡惠美子 森喜朗 佐伯万里子 立川百恵 永井美智子 稲垣康弘 砂山昇 大久保信隆
神﨑真理子 青塚和子 奥村周市 山田順子 川上明子 西峯行雄 猪狩廣美 今井直樹
瀧澤久美子 清水基弘 山田美和子 藤田満幸 藤田陽菜子 武田美和子 柚口千佳
今井昌子 中嶋武子 山本文子 福田めぐみ 栗原あき子 菊池久美子 岡嵜優子
☆物品寄付
星川安之
☆日本出版販売（株）より「日販よい本いっぱい文庫」を
全国９8 カ所のおもちゃ図書館に贈呈していただきました。

＜編集後記＞

平成最後のお正月、関東地方は晴れ渡った穏やかな三が日となりました。皆さまの所ではいか
がでしたでしょうか。今回のトイポストでは、おもちゃ図書館活動に対して褒章や表彰でお誉
めいただいたり、また寄付をいただいたり、とさまざまな形でのご支援を実感する記事が並び
ました。感謝に加えて、共に喜び合える仲間がいる幸せも大切にしていきたく思います。今年
もどうぞよろしくお願いします。（岸）
（編集委員：安達、岸、篠原、園山、藤井）
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