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この町に生まれてよかった
～おもちゃ図書館は わくわく うれしい

居場所～
（№６６）

新型コロナウイルス渦中に、災害がおきた時の心配をしていたなか、豪雨災害が、九州
地方に発生しました。被災された方々に、心からお見舞い申し上げます。
この度、小泉理事長より、おもちゃの図書館全国連絡会の理事長を、バトンタッチをし
ました。初代世話人代表の小林るつ子さんと出会い、村にも町にもおもちゃ図書館をと全
国各地を一緒に走り回ってからすでに 34 年がたちます。障がいのある子どもと兄弟姉妹
が心置きなく楽しく遊べる居場所を、生まれ育った町で幸せに安心して暮らし続けられる
町をつくろうと、笑顔でいきいきとボランティア活動をする方々との出会いは、私の心を
わくわくさせ、大きな栄養源になっています。
おもちゃ図書館は、子どもにとっても大人にとっても、わくわくできる楽しい場所であ
ってほしいと思います。そのためにも、全国各地のおもちゃ図書館が、自分たちの活動を
情報発信、受信、知恵をだしあい、学びあい支えあえるつながりを作っていきましょう。
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 鈴木 訪子

2020 年度（令和２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．研修会の開催（共催） ２．コーディネート ３．講師派遣・推薦
第２ 子どもたちの遊び場事業
１．子どもに関するイベント等の移動おもちゃ図書館活動 ２．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

この度の理事会で、理事長を鈴木訪子さんに無事にバトンタッチすることができ、ホッと致
しております。
平成 15 年度から世話人代表となり、平成 26 年、連絡会がＮＰＯ法人になりました時には、
理事長という大役もお受けして参りました。今回、無事にバトンをお渡し出来ましたのも、た
くさんの先輩方、事務局のスタッフの皆様、全国のおもちゃ図書館の仲間の皆様のおかげでご
ざいます。
また、全国連絡会は、全国社会福祉協議会・日本おもちゃ図書館財団をはじめ様々な助成団
体からのご支援、ご賛同して下さる企業様、賛助会員の皆様からのご支援で、事業など継続さ
せて頂いて参りました。ありがとうございました。引き続きご支援よろしくお願い申し上げま
す。
この間、社会状況も大きく変化し、毎年のように大きな災害もありました。今年に入ってか
らは、新型コロナウイルスという目に見えない恐怖も続いています。しかし、ボランティアは、
どんな時もへこたれません。知恵と勇気と心意気で、きっと乗り越えていく事でしょう。そし
て、ボランティアに定年はありません。どこまでも続く「心のはたらき」を、これからも続け
て参りたいと思います。
皆様のご協力に、感謝・感謝・感謝、申し上げます。ありがとうございました。
前理事長（新副理事長）

小泉康代

2020 年度第 1 回理事会（5 月 12 日）におい
て審議、承認され、7 月 1 日より、鈴木訪子新
理事長へと交代しました。小泉さんには、世話
人代表時代も含め、長年にわたり団体の代表を
担っていただき、ありがとうございました。今
後も引き続き副理事長として、運営に携わって
いただきます。 （事務局）
鈴木訪子新理事長・小泉康代前理事長

2020 年度（令和２年度）通常総会
2020 年（令和２年）6 月 12 日（金）13:30～15:00
会場：特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会 事務所
正会員総数：158 出席した正会員：136（出席者 4 名 表面議決・委任状 132)
2020 年度（令和 2 年度）の通常総会は、アクロスあらかわにて開催予定でしたが、新型
コロナウィルス感染拡大防止のため、会員の皆さまの多くに集まっていただく形は取りや
めとし、文書による表面議決・委任状を中心とした総会といたしました。当日は、出席 4
名の他文書による参加 132 と定数に達し、無事に総会は成立いたしました。当日出席の 4
名の他、理事や世話人など zoom（インターネット画面利用の会議システム）による参加
が可能方も数名参加して、審議終了後には、近況報告など交流を深めました。
※なお、同日予定しておりました「全国ネットワーク会議」は 10 月 11 日に延期となりました。
２

永年活動表彰
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
もちゃ図書館財団様より表彰状が贈呈されました。今年の贈呈先は 30 周年５館、そして１地
域連絡会となりました。 （６月１２日に予定していた表彰式は中止となりました。）
【永年活動表彰状贈呈おもちゃ図書館】
≪30 周年≫
長野県 塩尻市 塩尻おもちゃ図書館
愛知県 東海市 東海市おもちゃ図書館
愛知県 大治町 大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ
愛知県 名古屋市 おもちゃ図書館
「キディバスケット」
三重県 名張市 名張市おもちゃ図書館

【永年活動表彰状贈呈地域連絡会】
≪30 周年≫
愛知県おもちゃ図書館連絡協議会
（1989 年設立）

一般財団法人日本おもちゃ図書館財団
代表理事の山科誠様からお祝いのメッセージ

各地のおもちゃの図書館活動を通じ、日頃より日本おもちゃ図書館財団の事業運営に対
しご理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。
この度の新型コロナウィルス感染拡大にあってお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈
りいたしますとともに、罹患された皆様の一日も早い回復を心よりお祈り申し上げます。
また、医療関係者をはじめ、感染症の拡大防止・収束に向けてご尽力をいただいている
方々に心より感謝申し上げます。
毎年の全国ネットワーク会議で皆様のお顔を拝見し、各地のお話を伺うことを楽しみにし
ていますが、今年はかないません。何か必要なことがあれば全国連絡会を通じあるいは直に
当おもちゃ財団にお知らせいただければできる限り協力したいと考えております。
30 周年を迎えた「地域連絡会」や各地の「おもちゃの図書館」の皆様おめでとうござい
ます。私たち財団も昨年 35 周年を迎え創立者の故山科直治氏の回顧録を編集したほどです
から、永年活動表彰の対象団体が多くあることは当然で喜ばしく思いますが、それらはすべ
て運営に携わるボランテイアの皆様のご努力の賜物であり、お祝い申し上げますとともに、
あらためて感謝申し上げます。
こういう時だからこそ、集まる方々との連絡を絶やさず、お互いに情報を共有しあって、
また全国の皆様とも連携して、地域福祉の要として事態に必要とされる活動を一緒に助け
合って進めて参りましょう。ありがとうございました。

３

永年活動表彰（30 周年）を受けられた皆さまよりメッセージをいただきました。

☆☆東海市おもちゃ図書館 （会員 NO.209）愛知県東海市
東海市おもちゃ図書館は、昭和６０年７月に障がいのある子もな
い子もおもちゃ遊びを通じて、お互いが学びあえることを目的に設
立しました。
運営を社会福祉協議会とボランティアグループ「あひる」の両輪
で助け合いながら、今年 35 周年を迎えることができました。
おもちゃ図書館行事として、お母さんを対象に「手づくりおもち
ゃ教室」を開催しました。慣れない手付きでおもちゃを作り、出来
上がった時の達成感は笑顔で溢れていました。他には、子育て中のお母さんの悩みを聞いたり、
おもちゃの遊び方に手を貸したりと楽しく活動しています。当館では、おもちゃのお医者さん
もいて壊れたおもちゃの修理をしています。物の大切さを感じてもらえればと思います。その
他にリトミックやつみき、カプラの日とお楽しみも沢山あり、ここで母親同士が友だちになり、
孤独の育児から開放される人もいます。最近では父親や祖父母が孫の世話をするため、お母さ
ん以外にもおもちゃ図書館を知ってもらえることはとても嬉しいです。
迎えるボランティアスタッフは、おもちゃと子どもが好きなおば様を始め、会社の休日やご
主人の転勤に付いてきた主婦など、長く続けている人、年に数回しか来られない人など今は、
１８人で運営しています。また、不登校の学生が「ここなら居られる」と活動を続け笑顔を取
り戻し、その子が母親になって顔を見せに来てくれた時には本当にこのボランティアをしてい
て良かったと思いました。また、自分のスキルアップとして、東京や台湾のアジア会議にも参
加して横のつながりを広げることも出来ました。
今後のおもちゃ図書館の課題は、ボランティアスタッフの高齢化やＮＥＷママたちが何を望
んでいるのか。 また、設立当初の目的だった障がい児の来館がゼロのため利用しやすい工夫
や啓発方法を考えたり、おもちゃの選び方・購入費など沢山ありますが、おもちゃ箱を開ける
時のワクワク感や、子どもの笑顔を見ると楽しいから 35 年も続けられたのではないかと思い
ます。やめられない「ボランティア」これからもこの活動がずうーと続くことを願います。
（伊東千枝子）

☆☆名張市おもちゃ図書館 （会員 NO.250）三重県名張市
名張市おもちゃ図書館は、昭和６３年に開設しました。当時は、児
童相談室に相談に来られた親子のために週一回金曜日に開設し、ボラ
ンティアの方が子どもたちのお世話をしていました。 その後、平成
８年に総合福祉センターふれあいが竣工し、同施設に新しくおもちゃ
図書館を設置し、現在に至っています。また、平成２６年からは、福
祉まちづくりセンターがオープンしたことで、同センターのボランテ
ィア活動スペースを開放し、おもちゃ図書館「おもちゃばこ」として毎月第２・第４日曜日に
子ども達が自由におもちゃで遊べるようにした活動を行っています。
３０年余りにわたり、おもちゃ図書館の運営に関わっていただいたボランティアの方々に感
謝申し上げるとともに、たくさんの子どもや保護者の方に利用していただきありがとうござい
ます。引き続き、利用しやすい施設運営と、新たな企画にチャレンジしていく決意です。
（山口真子）
４

☆☆大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ （会員 NO.289）愛知県大治町
平成２年 11 月 17 日「大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ」は、愛知
県海部地区第１号のおもちゃ図書館として、大治町の光雲寺という
お寺でスタートしました。ボランティア主導で、すべて自前、みん
なで資金を出し合っておもちゃを買い、お寺の庫裏六畳二間での開
館でしたが、開館できるだけで幸せでした。
その後、実績を積んで社協の支援をいただいて平成 10 年から総
合福祉センターに移転し専用棚を設置していただき現在、毎月第２土・第４土・第３水曜日に
開館しています。開館時間は、開設以来 3,473 時間、利用者数は延べ２万６千人を超えました。
他にこれと言った独自のイベントはありませんが、唯一、今年で 30 回目の参加となる社協主
催の福祉まつりで「折り染め」「手作りおもちゃ」を催し、たくさんのこどもが楽しんでくれ
ます。これからも、名前のとおり、夢を実現するために常に「前へ、前へ」歩む姿勢で地道に
根気よく活動していきたいと思います。（伊藤年真）

☆☆おもちゃ図書館「キディバスケット」（会員 NO.504）愛知県名古屋市
私がおもちゃ図書館を開館しようと思い立ったのは、昔から木
のおもちゃが大好きだったこと、そして仕事の関係で研修に訪れ
た神奈川県の久里浜で訪問させて頂いたおもちゃ図書館を見学さ
せて頂いたのが発端でした。部屋に置かれたたくさんのおもちゃ
に圧倒されましたが、これなら私でもできるかもしれないと思っ
たのが今でも心に強く残っています。
それからおもちゃを買い集め、おもちゃが 100 点たまったらオープンしようと心に決めてい
ました。平成元年 1989 年、6 月 25 日に自宅の一室を開館場所にして正式に開館の運びとなり
ました。次第におもちゃも増やしていき、開館場所も現在の市の楠地区会館児童室に移転して
からは地域の皆さま、地区会館の歴代の館長さん、区や市、県の社会福祉協議会の皆さまから
もご協力を頂き、一度も休館することなく開館することができています。
今後も地域に根ざした気軽に立ち寄って頂くことができるおもちゃ図書館を目指して地域の
イベントにも積極的に関わり、活動を継続していきたいと思っています。
開館以来の出会い、触れ合いを大切に！を忘れずに！
（山川和彦）

☆☆塩尻おもちゃ図書館（会員 NO.134）長野県塩尻市
塩尻市では、昭和 54 年にハンディを持つ子どもたちとボラン
ティアが初めて出会いました。さまざまなおもちゃとの出会いが
子どもたちの発達を助けることがわかりました。
「なんとかして、
たくさんのおもちゃのある遊び場がほしい！」この願いが、市社
協の力添えにより叶えられました。ボランティアセンターや児童
館での間借りを経て、昭和 61 年 5 月に市の保健センター機能訓
練室におもちゃ図書館を開館することができました。その後、大波小波を越え、障がい者支援、
子育て支援としてまちづくり活動団体として塩尻おもちゃ図書館は今も生き続けています。平
成 30 年に塩尻市交流センターのフリーコミュニティ団体に登録し、地域づくり活動に積極的
に参加しています。4 月さくらフェスタ、5 月すみれそよ風まつり、6 月健康まつり、10 月木
育フェスティバル、11 月塩尻まちづくりフェスティバルなどでは移動おもちゃ図書館を開館し
ています。今年は新型コロナの影響で開館できず残念です。（今井昌子）
５

☆☆おもちゃの図書館「まごころ」（NO.769） 愛知県犬山市
はじめまして！おもちゃの図書館「まごころ」です。私た
ちは、おもちゃは、成長を助けてくれる大切な道具であると
捉え、木製おもちゃに特化し木の温もりを感じながら”じっ
くり“親子で向き合える時間を提供していきたいと地域中心
に立ち上げたボランティアグループです。拠点とする活動場
所は決まっておらず、おもちゃを持っていく移動図書館・出
前図書館です。年間を通して定期的に開設するものと、依頼
で不定期に行う単発型があります。
令和元年５月より対象者を未就園児親子とし、毎月第３月曜日 10 時～15 時まで地域のふ
れあいセンターを借りて開設、10 組前後の親子が繰り返しの遊びを楽しんでいます。不定期
開設は、市依頼の児童館まつり、赤ちゃん健診時応援、障がいを持つ施設訪問、子育てサロ
ン講座に参加等スタッフ 10 名交代で動いています。今後は未就学児まで広げ、おもちゃ遊
びの充実を深めていきたい。現在コロナ禍全面的に模索中です。
（御手洗和子）

☆☆ おもちゃ図書館トイズ・ラボ（NO.770） 熊本県熊本市
おもちゃ図書館トイズ・ラボは山東こども園内子育て支援セン
ターの２階を増設し開館しました。木のおもちゃを中心に様々な
種類をそろえ、遊び場の提供や貸し出し以外にも、壊れたおもち
ゃを修理する「おもちゃ病院」や、「手作りおもちゃ体験」、美
味しそうなおやつが出てくる絵本やレシピなどを集めた「満福（ま
んぷく）文庫」、使わなくなったおもちゃを譲る「おもちゃのバ
トンパス」などの活動を行っています。
私たちは子どもたちにとって「遊び」は生活そのものであると考えています。また遊びを通
して学習するとともに、心身の機能の発達にもつながるといわれています。おもちゃはその「遊
び」を豊かにする大切な道具です。これからも保護者の方や地域の人たちとふれあいを深めな
がら、おもちゃを通して心豊かな時間を過ごせる場になっていければと思います。
（村上知里）

☆☆おもちゃの図書館 Petit（NO. 771） 福井県鯖江市
おもちゃの図書館 Petit（ﾌﾟﾃｨ）は 2019 年８月 8 日に移動
型おもちゃ図書館としてスタート。その後、クラウドファン
ディングや DIY 改装を経て 12 月 25 日に「おもちゃの図書
館＆雑貨カフェ Petit」という複合施設を開設し、現在は火
曜日と土曜日の 9 時 30 分～18 時 00 分にその場所を拠点と
しておもちゃの貸出もしています。鯖江市の子育て支援施設
は未就園児限定です。「就園・就学している兄弟姉妹と一緒
に遊ぶ場所がほしい」「雨の日に遊べる施設が市内に無いの
が困る」など、子育て・孫育て中の皆さんから集まった声によって誕生しました。障がいの
有無はもちろんジェンダーに関係なく安心して遊べる場所、子ども達の宝物のおもちゃ達の
新しいトイストーリーを生み出す場所です。今はおもちゃの全体数も少なく、低年齢向けの
おもちゃが多いので、高学年の子ども達も楽しめるようなラインナップと場所を目指してい
きます。（西野有香）
６

北区おもちゃ図書館（北海道札幌市）

菅野

龍夫

さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会、地方世話人の菅野（スゲノ）です。年に一度、
全国連絡会主催のネットワーク会議に参加することで、おもちゃショーの見学・世話人
との交流で各館の現状などを知ることが出来、大変勉強になっております。
さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会はボランティアの高齢化から 7 館から 4 館と減少
しました。残念です。
北区おもちゃ図書館ボランティアは、開館日に子どもたちにおもちゃで遊ぶ場を提供
しているグループと、布おもちゃを針仕事で作っているグループの両輪で成り立ってい
ます。開館から 30 周年、記念行事を行い、これからも新型コロナウィルスに敗けないよ
うおもちゃ図書館活動を継続することに努めていきます。
人気のおもちゃは、広報紙 31 号で記事にしました。貸出でも利用が多いランキングを
紹介します。

1位

2位

マグフォーマー62 ピース

アンパンマン自動販売機

いろいろな形を作ることができます

3位

アンパンマンパソコン

入力が簡単で画面が楽しめます

新型コロナウィルス対策
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、5 月までは多くのおもちゃ図書館が活動休止と
なっていましたが、6 月に入って再開の動きが出てきました。おもちゃ図書館の多くは「ボ
ランティア」で運営していることもあり、再開にあっての留意点や注意点、基準など心配す
る声が多く届きました。全国各地の状況や各館の置かれた環境など、様々な要因があって一
律に何かを決めることは難しいですが、最低限の目安となる留意点についてまとめました。
連絡会の HP に掲載していますので、ご確認ください。
≪主な留意点・注意点≫
※再開する前に、ボランティアの皆さんでよく話し合いましょう。
①開館のルールを設定する、利用する方にわかりやすいよう示す
体調や体温のチェック、石鹸による手洗い、マスクの着用など
②ソーシャルディスタンスの確保 人数の制限等
③消毒の実施
④換気の実施
⑤熱中症対策
⑥貸出機能の強化（おもちゃの整備）
７

インフォメーション

☆おもちゃの図書館

全国ネットワーク会議

※詳細は HP をご覧ください

日時：2020 年 10 月 11 日（日）10:00～14:00 （受付 9:30～）
会場：荒川区立障害者福祉会館「アクロスあらかわ」1 階 多目的ホール
対象者：おもちゃの図書館全国連絡会世話人 地域連絡会代表者
おもちゃ図書館関係者で興味関心のある方どなたでも

【おもちゃ図書館に関するご相談について】

☆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、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 10：00～16：30
TEL:０３-６８０７-８８１３
E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org

新入会員のご紹介
≪NO.776≫おもちゃ図書館ひみつきち（愛媛県松山市）
≪NO.777≫ミラココおもちゃ図書館（北海道天塩郡）
≪NO.778≫ころんおもちゃ図書館 （和歌山県田辺市）

8 月 8 日（土）～17 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≫
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

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費
（株）東工務店
サワッディ 寿プロダクション（株）
明誠税理士法人 おもちゃの図書館あるむトイクラブ
桜木弘子 三浦鯉登 中嶋武子 太田貞司 武田純子
箭内貴史 山田順子
☆寄付

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

HLBMeisei 有限責任監査法人

☆物品寄付
（株）アイアップ （株）学研ステイフル （株）イワヤ （株）ジョイパレット
ブリオジャパン（株） （株）トイコー （株）エンスカイ PLUS （株）ハピネット
くもん出版（株） 石川玩具(株) (株)オスト
(株)サンライズ
＜編集後記＞
コロナウィルスに罹患された方々、さまざまな影響を受けられた方々、そしてこの度の豪雨災害で被害
を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げます。こんなに大変な日々を誰が予想したでしょうか。心
穏やかに過ごせる日々が出来るだけ早く戻りますように。
コロナウィルスは、人間にたくさんの難題を突きつけました。多くのおもちゃ図書館も活動休止を余儀
なくされ、そもそも子ども達が心置きなく大きな声を出して笑いあったり、ワイワイ遊べるのがおもちゃ
図書館なのに、それらを避けなくてはならず正直なところ途方にくれました。
ですが、これからしばらくは続くというこの新しい日々、私たちは情熱と工夫で新しい心のつながりを
作っていきましょう。子ども達の笑顔が増えるよう、また誰も孤立しないで誰かと繋がれるよう、おもち
ゃ図書館ができることは何なのか、全国の皆さんのアイディアや実践もぜひお聞かせ下さい。（岸）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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