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～新しい時代を迎えて～

（№６６）

令和元年６月 14 日、認定特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会第５回総会
を開会し、別載のとおりにご承認頂きました。
4 月 26 日、平成最後に東京都より、幅広い活動の実績や公正で透明性の高い組織運営
の在り方が認められ、認定 NPO 法人の認定を頂きました。全国連絡会というネットワー
クは、各地のおもちゃ図書館をつなぎ、各地のおもちゃ図書館のお力をお借りして２倍３
倍のネットワークの力を生み出しています。一つ一つのおもちゃ図書館が、しっかりと活
動されている事実が、全国連絡会の絆を強めています。
新しいタイプのおもちゃ図書館も次々に生まれています。新しい時代に合った活動、変
わらない理念、あなたの街に合ったおもちゃ図書館の形をみつけて、みんな違ってみんな
よい活動を、胸を張って続けてまいりましょう。全国連絡会はそれを支援してまいります。
認定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

2019 年度（令和元年度）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の運営
１．理事会の開催 ２．理事会通信の発行 ３．事務局世話人会の開催
４．世話人通信の発行 ５．事務局会議の開催
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．ボランティアコーディネート 2．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、貸出用おもちゃの整備
第３ おもちゃ図書館に関する情報提供・広報事業
１．情報提供、広報事業 トイポストの発行、WEB サイトによる情報発信、おもちゃ図書館の PR
各種マスコミへの協力、視察受入コーディネート
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立ち上げ支援
３．相談支援事業
４．相談事業ニュースレターQ&A の発行 ５．寄贈おもちゃや啓発物品の配布
６．ネットワーク推進事業 ７．関係団体等の連絡調整及び協力
８．被災したおもちゃ図書館への支援

１

おもちゃの図書館全国ネットワーク会議
2019 年(令和元年）6 月 14 日（金）9:30～12:00（参加者 42 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昨年に引き続き開催されまし
た。
前半では、3 つのおもちゃ図書館からの事例発表。
近年増えている「子ども食堂」系の活動、児童発達
支援事業所のおもちゃ図書館、そして 30 年以上に
わたって思いもボランティアも引き継がれている活
動と異なるタイプではありますが、「みんな違って
みんないい」おもちゃ図書館を知る良い機会となり
ました。
後半は、丸い段ボールの「えんたくん」を囲んで
のグループワーク。各おもちゃ図書館や地域の「良
いところ探し」をテーマに進めました。新たな試み
のグループワークで、皆さんお話しがはずんでいま
した。

・浦和トイライブラリーおもちゃ箱
・おもちゃ図書館えがお
・みんなのふくろうおもちゃ図書館

「えんたくん」を囲んで話します！

永年活動表彰
2019 年（令和元年）6 月 14 日（金）全国ネットワーク会議終了後、永年（20 年・
30 年以上）活動を続けられている館と各地域連絡会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。今年の贈呈先は 7 館、そして３地
域連絡会。当日は３館、３連絡会が参加し表彰を受けました。
【永年活動表彰状贈呈おもちゃ図書館】
≪30 周年≫
北海道 札幌市 北区おもちゃ図書館
栃木県 栃木市 とちぎおもちゃ図書館
茨城県 つくば市 おもちゃライブラリーさくらんぼ
福井県 福井市 ふくいおもちゃ図書館おもちゃ箱の会
大分県 中津市 童心アカデミアの会おもちゃ図書館
≪20 周年≫
兵庫県 丹波市 山南おもちゃライブラリーぴょんぴょん
愛媛県 西条市 西条おもちゃ図書館ぽけっと
【永年活動表彰状贈呈地域連絡会】
≪30 周年≫
栃木県おもちゃ図書館連絡会（設立 1989 年）
埼玉県おもちゃ図書館連絡会（設立 1986 年）
静岡県おもちゃ図書館連絡会（設立 1985 年）
２

（一財）日本おもちゃ図書館財団
山科代表理事のご挨拶

2019 年度（令和元年度）通常総会
2019 年（令和元年）6 月 14 日（金）13:30～15:00
会場：荒川区立障害者福祉会館（アクロスあらかわ）
正会員総数：167

出席した正会員：114（出席者 21 名

全国ネットワーク会議、永年活動表彰終了後、13：30
より 2019 年度（令和元年度）通常総会が開催されました。
髙村豊議長のもと、2018 年度（平成 30 年度）事業報告、
会計報告、2019 年度事業計画、活動予算書、役員改選に
ついて、すべて原案通り承認可決されました。そのあと、
参加した皆さまから自己紹介など一言ずつ挨拶をしてい
ただき、ささやかながら交流の時間を持つことができま
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。
※議案内容詳細については、連絡会ＨＰよりご覧いただ
けます。

表面議決 61

委任状 32)

松山副理事長より閉会の挨拶

東京おもちゃショー2019

今年も（一財）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。
イベント終了後には、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。頂いたおも
ちゃは、永年活動表彰館ほか、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いておりま
す。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。

パネルや写真での活動 PR
スイッチや布おもちゃも展示しました

【おもちゃを寄贈していただきました】（順不同敬称略）
(株)池田工業社 イワヤ(株) （株）タカラトミーアーツ ヨシリツ（株） パイロットインキ（株）
（株）学研ステイフル プラントイジャパン（株） 石川玩具（株） （株）くもん出版
ブリオジャパン（株） （株）サンライズ （株）ディンギー （株）オスト
日本トイザらス（株）
マテル・インターナショナル（株） ローヤル(株) （株)トイコー （株)アガツマ
（株）ジョイパレット （株）野中製作所 （一社）日本玩具協会

３

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≫
☆☆とちぎおもちゃ図書館（会員 NO.267）栃木県栃木市
「とちぎおもちゃ図書館」は、平成元年に栃木市民会館で開設、平成
４年に今の栃木保健福祉センターに移り、常設となりました。現在、石
河不砂理事長のもと、３０人ほどのボランティアで、月〜金曜日と第 2
·4 土曜日に開館しています。ボランティアの多くは、60〜80 代の方で
すが、皆さんこども好きで、愛にあふれています。
おもちゃは、誰もが主体的に関わることのできるコミュニケーション
ツールです。障がいがあってもなくても、こどもでも高齢者でも、おもちゃを前にすると、自然と笑顔
になり、自然と手が出ます。心を豊かにする繫がりの場所として、これからも「とちぎおもちゃ図書館」
が愛のある場所でありたいと思います。
また、企画運営の認定 NPO 法人「蔵の街たんぽぽの会」では 30 周年を機に、故船村徹さんが同会
のために作曲した「たんぽぽの歌」の CD 化を進めています。CD ご希望の方は、ご連絡ください。
（篠崎あずみ）

☆☆北区おもちゃ図書館（会員 NO.254）北海道札幌市
北区おもちゃ図書館は、区民センター娯楽室で毎月 2 回開館してい
ます。幼い子ども達に沢山のおもちゃを用意し、気に入ったおもちゃ
で楽しく遊び、お母さん達はボランティアの見守りの中、ほっと一息
できる場を提供しています。
これまで歴代代表を紹介いたしますと、宮澤さんが 11 年、小川さ
んが 4 年、小鷹さんが 5 年、その後菅野が継続しています。この先
輩方のご苦労があったからこそ、現在のおもちゃ図書館があります。
今までの記念イベントは、5 周年記念研修会、10 周年記念講演会、20、25 周年記念は旭山動物園見学
を行いました。30 周年は、どのようにするかボランティアさんと話し合いをしたところ、さっぽろお
もちゃ図書館連絡会での令和元年度「円山動物園見学」が中止となったことことから、区民センターか
らバスで往復することになりましたので、どうぞ楽しみしていてください。（菅野龍夫）

☆☆おもちゃライブラリーさくらんぼ（会員 NO.274）茨城県つくば市
町村合併によりつくば市が誕生した平成元年「おもちゃライブラリ
ーさくらんぼ」は産声をあげました。障害児も、健常児も小さい時か
ら仲良くとの思いからつくば市の心身障害者（児）福祉センターにオ
ープンしました。当時はつくば市に障害児のための学童保育がなかっ
たため、学校帰りの障害を持ったお子さん沢山が来館してくださいま
した。小学生の大きいお兄さん達が小さいお友達と一緒に遊ぶ時、
時々力の出し方など、大変なことも沢山あり、時間を別になど、いろ
いろ苦労もしました。しかし、皆さんに楽しんでいただける場を作る
苦労も今は懐かしい思い出になりました。その当時のお子さん達も立派に成長し、色々の場で自分にで
きるボランティア活動をしてくださっています。その成長ぶりを見るのは本当に嬉しいことです。現在
は、障害を持ったお子さんの利用が少なくなりちょっと寂しい気もしますが、おもちゃライブラリーに
来なくても楽しめる場所が増えたからだと、喜ぶべきなのではないでしょうか。
元号も令和に変わりました。私たちのライブラリーも誕生して 30 年を迎えました。いつまでも母子
仲良くおもちゃや本を通して楽しんでもらえる場所でありたいと願っております。 （柘植法子）

４

☆☆童心アカデミアの会おもちゃ図書館（会員 NO.319）大分県中津市
童心アカデミアの会おもちゃ図書館が発足したのは、平成元年 4 月
でした。子供は遊びの中で成長するというコンセプトに、遊びをより
楽しく心豊かに障がい児童を中心に、おもちゃ図書館を「みる」「き
く」「ふれる」という中で体の機能や感覚を養い、そして何より親子
の交流の場に活用していただけることを願って設立しました。
30 年の間、社会情勢の変化、少子化等に戸惑いながらもボランテ
ィアの方々は、毎月 4 回開催してきましたが、平成半ばには、ボラ
ンティアの高齢化等で、月に 2 回の開館に減少しました。平成 29 年
からは、中津市民病院小児科遊びの部屋に 2 か月に 1 回訪問しておもちゃの貸出をしております。また、
毎年 11 月には中津市の消防署主催「消防フェア」にておもちゃ図書館のブースをいただき、バルーン
アートをして広報につとめています。これからも、障がい児童を中心に楽しく遊び、子供たちの笑顔に
会うために私たちボランティアも楽しく子供たちと遊んでもらいたいと思っています。（後藤マサエ）

☆☆ふくいおもちゃ図書館おもちゃ箱の会（会員 NO.406）福井県福井市
昭和 63 年の 6 月に布おもちゃ製作の講習会を受けて早速作ったものを施設の子供達に持っていくと、
彼らの満面の笑顔を見て「おもちゃ箱の会」を立ち上げることにしました。最初は右往左往していまし
たが、会員個々の特技等が徐々に発揮される中、社会福祉協議会の方々の協
力もあって、今日まで続いています。そして、昨年は名誉ある緑綬褒章を頂
きました。
30 年の間には、家庭の事情などで会員の方々も入れ変わったりしました
が、現在は 12 名で活動しています。「どんな会ですか」と問われたとき「子
供たちが笑顔になる布おもちゃを作っている会です。」と答えられる「おも
ちゃ箱の会」にこれからもしていきたいと思ています。（野村文子）

≪20 周年≫
☆☆西条おもちゃ図書館ぽけっと（会員 NO.527） 愛媛県西条市
初代代表（佐伯弘子さん）の娘さんには、生まれながらの肢体不自由があり
ました。遊びの大好きな娘さんが友達と安心して楽しく活動できる場所として
「西条にも『おもちゃ図書館』を！」そんな思いを叶えようと立ち上がったの
が、20 余名のボランティアスタッフ。1998 年 1 月から、役割分担をして準備
会を進め、9 月にやっと「開館日」を迎えることができました。その活動も、
昨年で 20 年。子どもたちの笑顔がパワーのもとです。「ぽけっと」の主な活
動は、手作りおもちゃ・布絵本の作成、おみせやさん・クリスマス会の行事、
月 1 回の開館日、ぽけっとだよりの発行、ボランティア活動への参加、施設・児童館などでの読み聞か
せ等です。2017 年には「愛媛国体・愛媛大会」のタペストリー（２ｍ四方）を作成しました。今後も、
子どもたちとのふれあい・人との出会いを大切に、仲間と共に楽しみながら「ぽけっと」の活動をして
いきたいと思います。（高橋和枝）

☆☆山南おもちゃライブラリーぴょんぴょん（会員 NO.541） 兵庫県丹波市
この度は表彰していただき、ありがとうございます。「ぴょんぴょん」
は平成 11 年うさぎ年に生まれました。障がいを持つ子もない子も共に遊
び、ぴょんぴょんと心はずむ場所にしたいと名付けました。「おもちゃ」
は子どもたちの目を輝かせ、笑顔や言葉や思いを引き出します。その様子
に周りの大人たちも笑顔笑顔。ボランティアスタッフはこの笑顔を共有す
る喜びに支えられ、おもちゃの持つ力に改めて感動してきました。
20 年という年月の間にはスタッフの入れ替わりも多くありました。仕
事や家庭の事情などをお互いに理解しあい、自分ができることをできる時
に楽しいんで提供することで、皆で一本の糸を紡いで今日に至ったと感じています。4 月には「ぴょん
ぴょん 20 歳の誕生会」イベントを行いました。発足当時の利用者親子（今は立派な大人）さんたちが
駆けつけてくれ、発足時スタッフが連絡してきてくれたことも大きな喜びでした。これからも、心はず
み笑顔あふれる「ぴょんぴょん」を紡いでいきたく思っています。（吉住美代）

５

全国連絡会

NEWS

☆☆全国連絡会のホームページリニューアル 完成！
東京 D&I 協働プロジェクト助成事業ですす
めてきた HP のリニューアルが、4 月に完成
いたしました。多くの方におもちゃ図書館に
遊びに来ていただけるような、そしておもち
ゃ図書館を応援していただける方が増えるよ
うな内容の、あたたかい雰囲気が伝わる明る
い HP になりました。皆さまぜひアクセスし
てみてくださいね！
↑HP に使っているロゴや写真です

☆☆認定 NPO 法人になりました！
4 月 26 日、東京都生活文化局から、認定 NPO 法人に決定した通知をいただきました。昨年
の 10 月に申請書を提出、今年 2 月には事務所で現地調査があり、念願の認定取得となりまし
た。書類や帳簿等正確に記載する、情報を公開するなど、必要な手続きは多くなりますが、晴
れて認定を受けたことに、喜んでいます。今後、より多くの個人や団体、企業の方に認定のメ
リットもお伝えし、支援の輪を広げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

☆☆第 2 期 TOY らいぶらりあん養成講座【初級】 開催（共催事業）
2019 年(令和元年）６月２６日（水）
会場：函南町保健福祉センター 中会議室
主催：函南町おもちゃ図書館
平成 23 年度から開催されてきた「TOY らいぶらりあん（おもちゃ図書館ボランティア）養成講座」
初級の「講座Ⅰ」が、静岡県函南町にて、函南町おもちゃ図書館との共催で開催されました。
今年度より「第 2 期 TOY らいぶらりあん養成講座」と形式を新たにし、一回につき 1 講座から開催
できる形にしました。主催は各地のおもちゃ図書館や地域連絡会として、身近な場所で、より多くの方
に受講していただけるのではないかと思っています。
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。おもちゃ図書館はどなたでも参加できる
「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。
今回は、昨年度静岡市にて開催された「初級講座」（全 3 講座）を受講した函南町おもちゃ図書館前
代表の今野さんが「ぜひ、ボランティアの仲間の皆さんにも講座を受けてほしい」と企画してください
ました。小泉理事長が受け持つ「おもちゃ図書館の歴史と意義」を受講していただき、そのあとは活動
について振り返っていただくなど「大変良い研修となりました」との感想をいただきました。
函南町おもちゃ図書館、ならびに函南町社会福祉協議会の皆さまのご協力をいただき、第 2 期 TOY
らいぶらりあん講座を無事にスタートすることができました。皆さまの地域でも、新形式で講座を開催
してみませんか。

終了後、講座Ⅰの「受講証明書」をお渡ししました
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おもちゃ図書館あいあい（福岡県）

森

敏江

私たちのおもちゃの図書館「あいあい」は開館して 26 年にな
ります。私の活動も 26 年目になります。開館当初に比べて、来
館者が少なくなっているのが気がかりですが、親子で楽しんでい
る様子を見ているのが嬉しいです。
おもちゃの図書館で人気のおもちゃは「わくわくハウス」です。
ハウスの中に入り、沢山のボールの中で子どもたちは投げたり、
寝転んだりしています。
「的当てゲーム」も人気があります。ボールを投げて、数字の
的に当てます。うまくいったら嬉しいし、はずれたら悔しいし、
子どもたちの真剣な表情を傍らで見ているのも楽しいものです。
私の好きなおもちゃは「森のうんどう会」です。車がゆっくり
下りてくるのを楽しみながら何回も同じことをくり返して楽し
んでいます。なぜだか、あきません。
上：わくわくハウス

札幌発寒おもちゃライブラリーより「閉館することになっ
たが、使っていたおもちゃを全国連絡会に寄贈し、全国のお
もちゃ図書館の皆さんに使っていただきたい」というお申し
出がありました。
1986 年開設され、日本キリスト教会札幌発寒教会の八田牧
師代表のもと、33 年にわたって活動を続けてきましたが、
2018 年度をもって活動終了することとなったそうです。「使
っていたおもちゃを整理して送ります。」とお電話をいただ
きましたが、いざおもちゃが届いてみると、倉庫としている
8 畳の和室いっぱいにおもちゃが積み上げられてびっく
り！！さらに荷ほどきしておもちゃを出していくと、長年大
切に使われてきた様子が伝わってくる状態の良さ、そして大
型のおもちゃ、立派な木のおもちゃ、ロングセラーのおもち
ゃもたくさんあり、おもちゃの種類の多さにも驚きました。
全国のおもちゃ図書館より応募があり、37 館へおもちゃを
送らせていただきましたが、今回おもちゃだけではなく、各
おもちゃ図書館への送料分もご寄付をいただきました。札幌
発寒おもちゃライブラリーは閉館しましたが、そのおもちゃ
たちは新たな活動の場へと引き継がれていきました。札幌発
寒おもちゃライブラリーの皆さま、ありがとうございました。

７

下：森のうんどう会

インフォメーション

☆ボランティア全国フォーラム 2019

※要綱等詳細は今後 HP にてご確認ください

◇日程：2019 年 12 月 14 日（土）15 日（日）
◇会場：全国社会福祉協議会 灘尾ホール（東京都千代田区 新霞が関ビル）他都内の会場
◇主催：「広がれボランティアの輪」連絡会議 全国社会福祉協議会
◇内容：1 日目 記念講演/シンポジウム/交流会
2 日目 分科会

☆事務局・夏季休暇のお知らせ☆

【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

8 月 10 日（土）～19 日（月）
お急ぎのご用件のある方は
メールにてご連絡ください。

≪ご支援のお願い≫

新入会員のご紹介
≪NO.767≫おもちゃ図書館わらびっちゃ（新潟県村上市）
≪NO.768≫玉野山田荘おもちゃ図書館（岡山県玉野市）
≪NO.769≫おもちゃの図書館「まごころ」（愛知県犬山市）
≪NO.770≫トイズ・ラボ（熊本県熊本市）
≪NO.771≫おもちゃ図書館 Petit（福井県鯖江市）

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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）

（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
桜木弘子 隅田ひとみ 西村紀美 鈴木憲 鈴木拓
石塚堅一朗 大貫輝子 今井昌子 柘植法子 岸節子
片桐貞子 おもちゃ図書館カフェの会 小泉康代 杉田千代
若林久代 小泉徹 若林宏美 山口智帆 平蔵見子 茅根弘子 杉田一美 田中泰明
田中美都里 杉田信忠 千島真理 石澤希代子 新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ
井上ミヤコ 大貫智裕 大泉里沙 箭内貴史 明誠税理士法人 増保雪絵 山田順子
☆寄付

札幌発寒おもちゃライブラリー

☆物品寄付

札幌発寒おもちゃライブラリー

隈部聡一郎

篠原敬子

サワッディ

＜編集後記＞

元号が平成から令和、NPO 法人から「認定 NPO 法人おもちゃの図書館全国連絡会」と
なり、令和と共に新たな一歩を踏み出しました。おもちゃの図書館の活動が公的に評価さ
れ たことを嬉しく思い、事務局の皆様の努力に感謝いたします。子どもたちの笑顔を思
い浮 かべ、新たな気持ちで活動に励んでいきたいと思います。（園山）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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