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（№６６）
～おもちゃ図書館の皆さまへ～
秋に入り、お忙しくお過ごしの事と存じます。皆さまお変わりありませんか。
全国各地のおもちゃ図書館が、子どもたちと保護者の方が安心して過ごせる場となって
いることをとてもうれしく思っています。皆さまのご尽力の賜物です。
遊びは子どもの原点です。子どもの生活はそのままが遊びであり、遊びは子どもの生活
そのものといえます。障がいのある子どももない子どもも、健やかに、のびのびと暮らせ
ることを願ってやみません。
子どもたちが無条件に、そして楽しく遊べる場であるおもちゃ図書館の輪が、さらに活
発に続いていきますように祈っています。

認定特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会
相談役 峯島紀子
（おもちゃの図書館全国連絡会元副代表）

体調を崩され、リハビリ中の峯島紀子先生からご寄稿いただきました。
かわらない子どもたちへの愛と、おもちゃ図書館の原点である言葉を頂きました。
活動をしっかりと続けて、応えてまいりたいと思います。（小泉康代）
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
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康代

山科直治記念

文化・スポーツ・レジャー活動支援助成事業

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
援助成事業」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。令和元年度は、20 館が助成を受けま
した。

日帰り旅行バス旅行～お台場フジテレビと横浜散策～
山梨県

富士吉田市おもちゃ図書館

８月３１日土曜日、お台場フジテレビと横浜散策の日帰
り旅行を実施しました。フジテレビでは「The ODAIBA
2019」が開催中、皆好きなイベントブースに大興奮でした。
そこから横浜に移動、山下公園よりマリーンシャトルに乗
船。ベイブリッジや赤レンガ倉庫、みなとみらいなどを眺
めながらほっと一息、海上散歩を楽しみました。カップラ
ーメンミュージアムも見学し、最後に横浜中華街へ。賑や
かでエキゾチックな雰囲気の中、たくさんお土産を買い食
べ歩きでお腹も一杯、大満足の一日でした。
天候にも恵まれ思い出に残る素晴らしい一日となりまし
た。そして体調不良者がでたり時間に遅れる事もなくスム
ーズに予定を進めることができ、日頃の結束の強さを改め
て感じました。今回はこのような企画にご支援をいただけ
たことに感謝いたします。（和光 恵）

20 周年記念～あそびうたコンサート～
宮城県

つくしの会おもちゃ図書館

子どもたちのかけ声、「あきらちゃーん、ジャンプくーん」にバク
転で登場、コンサートが始まりました。 ９月２９日「つくしの会２
０周年記念あきらちゃんジャンプくんあそびうたコンサート」は、レ
ジャー活動支援金をいただき行われました。当日はチラシを見て集ま
ったおよそ 200 人あまりの親子や地域の人たちでおおにぎわいでし
た。
あきらちゃんたちは、仙台を拠点に全国を飛びまわり、コンサート
や保育セミナーをおこなっています。頭にどんぶりをのせて踊るラー
メン体操が有名です。
コンサートが始まりました。オリジナルの手遊びにダンス、みんな
が一体になり温かい空気に会場がつつまれました。みんなの笑顔を見
て、とてもうれしい気持ちになりました。わたしたちおもちゃ図書館
の原点、「この活動が必要なひとりひとりのために」が結晶した思い
です。コンサートの開催を支えてくださったボランティアの皆さんに
も感謝です。良き秋の一日でした。（中村喜恵）
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地区ネットワーク支援事業
「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 7 か所へ助成いたしました。

2019 年度地区ネットワーク支援事業助成先一覧
札幌市
北海道
茨城県
神奈川県
静岡県
京都市
愛媛県

さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会
北海道おもちゃ図書館連絡会
常陸太田市おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」

神奈川県おもちゃの図書館連絡会
静岡県おもちゃの図書館連絡会
京都おもちゃライブラリー連絡協議会
新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ

大畑楽歩さんのおはなし会

北海道地区研修会
北海道地区情報交換会
勉強会・交流会
年次総会
研修会
お話し会＆総会
愛媛県地区交流会

京都おもちゃライブラリー連絡協議会

6 月 30 日、脳性麻痺で母で妻、そしてタップダンスにドラムと明るく出歩く自称不良主婦の
大畑楽歩さんをお迎えしてお話をきく会を開催しました。彼女によれば、健常者がすぐに脳性
麻痺にはなれない（！）ということを自分のパワーに変えて活動しているのだそうです。同じ
保育園で育つなど互いを認め合う経験がないと人は「障害は不幸」という考えになってしまう。
ある日の息子さんと友達とのやりとりを披露されました。
「大畑のとこのお母さん、何いうてるかわからへん」と意地悪を言
った子に「大丈夫。英語のヒアリングと一緒で慣れたら聞き取れる
ようになるし」と息子さんが答えたそうです。思わず別の友達が「俺
はお母さんが何言うてはるかわかるで」と自慢げに話し最初に意地
悪を言った子どもが逆に元気をなくしたのだそうです。本当に子ど
もたちの感性ってすごい！らぶさんの息子さんもさすがです。お話
を聞いた全員が元気をもらった会になりました。（谷内文子）

おもちゃ図書館ボランティア北海道地区研修会
主催：さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会

共催：北海道おもちゃ図書館連絡会

10 月 13 日、北海道が台風 19 号の進路に当たる中、講師の鈴木訪子さんや道内の参加者の交
通事情等の影響が心配でしたが、皆さま方の対応により無事に開催することができ、感謝申し
上げます。研修会前の「北海道連絡会」による情報交換会では、1 年に一度札幌で集い各館の現
状を話し合うことで「また頑張ろう！」という機会になったことと思います
研修会には札幌 20 名、道内 16 名の参加、鈴木副理事長の基調報
告では、いろいろな人がいろいろな所で、いろいろな活動をしてい
るとの紹介があり、私たちのおもちゃ図書館活動に力を与えていた
だきました。事例発表はさっぽろ連絡協議会の活動内容について紹
介しました。午後のワークショップでは参加者全員が輪になり自己
紹介、おもちゃ図書館のアピールや困っていることなどを述べ、最
後に、研修会の取り組みや質問など発表、これからの活動に活かせ
来賓ご挨拶
る機会を持つことができました。 （菅野龍夫）
札幌市社協地域福祉部長 中路様
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全国連絡会

NEWS

「おもちゃ図書館で楽しい創作行事を」と、昨年に引き続き、今年
も（株）make 様より「マイバッグ」づくりの資材提供をしていただ
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
ージやノベルティグッズの企画・製作などを手掛ける企業です。希望
する館へ布製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マイバッグづくりに取り組んでいただきます。今
年は、昨年以上の多くのお申込みをいただきました。全国 78 館、3000
枚の布バッグと 200 箱のペンを寄贈していただきました。 （株）
make 社長の松本健様はじめ、関係の皆さまありがとうございました。

毎年「東京おもちゃショー」の後に企業の皆さまより寄付していただいている「おもちゃ」
の他、マスコットや雑貨などイベントで使えるような小物、また個人の方からのおもちゃの
寄贈なども含め、多くの寄付をいただきました。
「東京おもちゃショー」の際は、事前の希望アンケートにより、なるべく皆さまのご希望
に添った内容で送ることができるように調整しています。また年度途中での様々な寄贈に対
しては、その都度 HP で発表、お申込みをいただき、全国各地のおもちゃ図書館に寄贈して
います。
基本的におもちゃの送料は各おもちゃ図書館の負担となりますが、そういった厳しい条件
の中でも多くのおもちゃ図書館からお申込みをいただき、活動の中で活かしていただいてい
ます。
（お礼のお便りより）
「東京おもちゃショー2019」の出展玩具を寄贈
していただきありがとうございました。早速おも
ちゃ図書館でお披露目して、大事に使わせていた
だいております。子ども達も喜んで遊んでいます。
児童センターの中で活動しているおもちゃ図書
館なので、乗り物系で遊ぶことができる環境にあ
ります。なかでも大きい遊具は購入することがな
いので、今回のベンツはとてもありがたいです。
またどのような年齢にも使えるように安全性に
配慮してあるのでとても重宝しています。おもち
ゃ図書館では新しい玩具を購入する予算も少な
く、このような企画はとてもありがたいです。
ありがとうございました。

☆2017 年２月より、連絡会メルマ
ガを発信しています。助成金やおす
すめおもちゃ、また「おもちゃ寄贈
情報」を掲載しています。
おもちゃ図書館にかかわる方、興
味のある方、どなたでも登録できま
す。連絡会 HP より登録することが
できますので、ぜひご活用くださ
い。

（親愛おもちゃ図書館）
（http://www.toylib-jpn.org/）
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このたび、おもちゃを継続して多量に寄贈してくださった企業様、また多額のご寄
付をいただいた方へ感謝状を贈呈することとなりました。
長年にわたり、東京おもちゃショーの後、多くのおもちゃの寄付をいただいている
（株）トイコー様 （株）ジョイパレット様 （株）アガツマ様、また全国連絡会へ
多額の寄付をしてくださった（株）東工務店様へ感謝状をお届けに上がりました。ど
ちらの企業様も、代表の方から社員の方々まで丁寧に迎えて頂き、とても恐縮いたし
ました。
おもちゃメーカー様は、一つ一つの製品に誇りと自信を持っておられます。子ども
たちの笑顔のために、長年培っていらした技術で安全に楽しむことができるおもちゃ
を作っておられました。たくさんのおもちゃに囲まれた中で直接お話を伺えたことは、
大きな喜びでした。
東工務店様は建設業で活躍されていますが、先代から長年にわたり地域福祉活動の
支援にも力を注がれ、全国連絡会にも継続的に寄付を続けていただいております。現
社長の小根澤様も、若いときからボランティアをされ、私共の活動に深いご理解を頂
いておりました。懇談のなかで、様々なボランティア活動を応援していくことが企業
の社会的使命と感じているとの言葉をお聞きし、大変感激いたしました。
どちらの企業様も、社会貢献を企業理念としており、それを実行し継続していらっ
しゃいます。ボランティア活動を継続していく事が難しい時代になってまいりました
が、このように温かいお心で、活動を支援してくださる皆様のおかげで、全国のおも
ちゃ図書館の活動が充実し、継続していく事ができています。感謝に堪えません。あ
りがとうございました。これからも、どうぞご支援を賜りますよう、お願い申し上げ
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

感謝状贈呈先（順不同）
（株）アガツマ様
（株）トイコー様
（株）ジョイパレット様（株）東工務店様
砂山昇様
津田博様

（株）東工務店様

（株）トイコー様

（株）ジョイパレット様
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（株）アガツマ様

9 月 7 日 青空の下で、釜石市社会福祉協議会主催のふれあい福祉まつりが釜石市民ホ
ール前広場で開催され、おもちゃの図書館全国連絡会と荒川区社会福祉協議会が一緒に
「おもちゃ広場」のブースを出展しました。
釜石市と荒川区は、友好交流都市。東日本大震災の支援活動を通し、交流を深めてきま
した。岩手県には、現在 8 館のおもちゃ図書館がありますが、沿岸部にはひとつもありま
せん。ぜひ「釜石市にもおもちゃ図書館を」と願っていましたところ、釜石市社協から、
ふれあい福祉まつりに「おもちゃ図書館」のブースを、というお誘いをいただきました。
当日の「おもちゃ広場」には、たくさんの子どもたちや親子が遊びに来て、楽しそうに
おもちゃで遊んでくれました。お母さんたちからは「家庭で子どもと母親だけで一日過ご
すのは大変。おもちゃ図書館のような場があったら、ほっとでき、遊びに行きたい」との
声が。布の絵本を手にとり、私も作ってみたいという声もきき、手作りおもちゃボランテ
ィアもすぐに見つかりそうです。
また、ボランティアの方や障害児施設等の職員を対象に、「おもちゃ図書館ってなあに」
という勉強会も同時に開催し、全国各地で取り組むおもちゃ図書館のボランティア活動の
紹介や、おもちゃ図書館が子どもや親たちをつなぐ居場所であることなどの話を熱心に聞
いていただきました。
釜石市に「おもちゃ図書館」ができるように、これからも応援していきたいですね。
認定特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長 鈴木 訪子

↑「おもちゃ図書館
ってなんだろう」
熱心に聞いていただ
きました

布の魚つり
大人気です
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しずおかおもちゃ図書館（静岡県）

河内園子

しずおかおもちゃ図書館は開設３６年になりました。最初から関わるボランティアは、
３６年歳を重ねたことになります。開設当時おもちゃで遊んだ子どもたちも親になり、社
会人になってボランティアとしてここに戻り、繋がっていることが私達の喜びです。
おもちゃの力の素晴らしさは、みんなが笑顔になれること、幾つになっても心を躍らせ
ることができることではないでしょうか。
子どもたちに人気の「ボールプール」にもぐりこんで、みんながすぐに笑顔でお友達に
なれるのです。そして「車」の付いたおもちゃ。救急車、パトカー、スポーツカー、電車、
新幹線そして、道路に線路、パーキングと広がります。
私の好きな「玉の道」は開設以来の最古参おもちゃの一つです。ビー玉がクルクル螺旋
の中をすべりおりてゆく単純な動きをジッと見入る子どもの目。いいですね！

ボールプール

車のおもちゃいろいろ

2019 年 9 月 8 日から 11 日まで、台湾玩具図書館協会か
ら招聘を受け、愛知県おもちゃ図書館連絡会メンバー3 名と
ともに、新北市で講演「障害児とおもちゃ遊び」～45 年間
のとりくみから～とミニワークショップでリサイクルおも
ちゃ作りの指導を行いました。台湾全国から 160 名近い参
加者があり、市長さん、社会局長さんとの交流もできました。
行政が力を入れて支援しており、素晴らしく広い場所での活
動、リサイクルのおもちゃも物流センターに大量に集まって
いました。いくつものテレビ局や新聞社の取材があり大きな
関心が示されていました。
翌日は、桃園市の物流センター視察、小学校での講演と続
き休む暇もありませんでした。台湾では協会の役員に小学校
校長、教育委員会の方もメンバーに入っています。親日家の
多い台湾、通訳の方以外にも日本語を学んでいる若者があち
こちで助けてくれました。スタッフも若い人が多い印象で
す。
（名古屋中村おもちゃ図書館 髙村豊）

玉の道

姉妹館提携調印式

リサイクルおもちゃのワークショップ
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インフォメーション

☆おもちゃ図書館の活動状況ならびに HP 用写真ご提供のお願い☆
おもちゃ図書館の皆さまへ
おもちゃの図書館全国連絡会の HP にて「全国のおもちゃ図書館一覧」を掲載しています。
活動場所や日程などの変更があった場合には、連絡会事務局へお知らせください。
また一覧に掲載する活動の様子がわかる写真の提供も引き続きよろしくお願いいたします。

☆事務局・年末年始の業務について☆

【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

12 月 28 日（土）～1 月 6 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.772≫おもちゃ図書館 Petit（福井県鯖江市）
≪NO.773≫おもちゃ＆ボードゲームライブラリーin 荒川 きき
（東京都荒川区）

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）

三井住友銀行 町屋支店

口座番号 普通７０１３９３０
☆賛助会費
（口座名）
（株）大久保
荒川区リサイクル事業協同組合
特定非営利活動法人
子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと
（株）グローバル・パートナーズ・コンサルティング
おもちゃの図書館全国連絡会
浦和トイライブラリーおもちゃ箱（有）雷屋（株）東工務店
藤田満幸 藤田陽菜子 武田純子 安達健司 立川百恵 瀧澤久美子 成田道子 奥村周市
藤村行一 森敏江 清水基弘 内山順夫 増田岳洋 増田ゆき 柚口千佳 宇井邦夫
佐伯万里子 山田美和子 清水洽子 澤佐景子 猪狩廣美 渡辺昌行 谷津三保子
栗原あき子 川上明子 篠原敬子 箕田美子 岡原宣二 河内園子 保井五雄 那須雄治

☆寄付

吉住美代

☆物品寄付

亀崎恭子

小泉康代

（株）ユープランニング

明誠有限責任監査法人
（株）make

中村景子

（株）make
横山定央

＜編集後記＞

ラグビーワールドカップで日本中が盛り上がる中、台風 15 号、19 号が各地に甚大な被害を
もたらしました。被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
さて、今年も（株）make 様より「マイバック」を寄贈していただきました。どんなバック
ができるか楽しみですね。お子さんたちがバックに絵を描いている風景や出来上がったバック
の画像を是非連絡会にお寄せください。（安達） （編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）

８

