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2020 年度を振り返って～今だからこその活動を～

（№６６）

2020 年度（令和２年度）を振り返ると、コロナに始まりコロナで終わるという 1 年で
した。全国連絡会の３７年間の歴史の中でも、全国各地のおもちゃ図書館がお休みにな
るような経験はございませんでした。幾度となく大きな災害に出会い、乗り越えてきた
ボランティア活動です。コロナに負けるわけにはいきません。この活動は不要であるは
ずがございません。急ぎではないかもしれませんが、必要な活動です。
そして 2 月 13 日には「あのときのことを忘れるな！」と言うように、大きな地震がま
たありました。今までの経験を活かして、活動を見直す良い機会となりました、
コロナ禍において様々な報告で、虐待・DV・自殺者の増加などが挙げられています。
こんな時こそ、おもちゃ図書館という地域の中の居場所が力を発揮する時です。各おも
ちゃ図書館では、知恵を発揮して、貸出のみ・定員を少なくして開館している所、お手
紙・お電話等で、つながりを継続している所があります。「話を聞いてもらえたら、気
分が晴れました」「おもちゃを借りて、家でも楽しく遊べました」などのお声を頂くと
嬉しくなります。グループホームを利用している方からお電話があり「自分だけが寂し
い想いをしていると思っていた」と泣いていました。「今はみんなが我慢しているよ、
一人ではない、みんな同じだよ」と話したら、少し安心したようです。ほんの短い時間
でも、ちょっとしたことでも、お話しできたら安心することもあります。家庭・自宅・
学校・勤め先とは違うもう一つの居場所として、おもちゃ図書館の役割は大きいのです。
コロナ禍でも全国連絡会は新しい機会に出会い、リモート会議や企業との連携活動な
どが始まりました。全国の会員の皆さまとも、今までと違った形で、つながり、支援し
ていく事ができるとわかりました。スヌーズレンルームが名古屋の高村さんの所から始
まり、全国のおもちゃ図書館でも体感できるように、全国連絡会でスヌーズレン対応の
おもちゃの貸し出しも始まります。今の時代にあった、今だからこその活動を一歩進め
て参りましょう。
「あ～、たのしかった！！」そんな一瞬を、少しでも多く経験できるように、これか
らも活動を進めて参りましょう。
認定特定非営利活動法人
おもちゃの図書館全国連絡会
副理事長 小泉康代

１

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２年度は、９館が助成を受けまし
た。

☆☆クリスマスウィーク

横浜市中区

中区おもちゃ図書館ぱる

スタッフは『来館者ファースト』をモットーに活動しています。クリ
スマスの時期、『何をしたらみんな喜んでくれるだろう』と話し合いを
重ね、今年は 2 週間『クリスマスウィーク』を実施しました。
部屋の一角にパネルで『お菓子の家』を制作しました。開催日、部屋
の扉が開くとママからは歓声が上がり、お子さんは『お菓子の家』に一
直線！！まずは手を洗って計温ね、と引き止めるスタッフ。稼動式の窓
を開けたり閉めたりし、お菓子のモチーフをペタペタと貼る姿はなんと
もかわいらしかったです。その傍らでハンガークラフトに取り組むマ
マ。毛糸を巻き付けていく簡単な作業なので子どもを見守り(時に没頭
しながら)制作してくれました。デコパージュに挑戦してくれたママは
家でも簡単にできそうと喜んでいました。最後にサンタさんから大変な
１年だったね、ということで例年より少し豪華な『お菓子の冷蔵庫』を
プレゼントしました。
後日、お礼のお言葉やお手紙、メッセージカードをいただきスタッフ
は心がホッコリ。『さぁ、次はどんなイベントをしようかな…？』
（嶋本友絵）

☆☆同窓会コンサート
東京都荒川区

おもちゃ＆ボ－ドゲ－ムライブラリーｉｎ荒川

きき

「お久しぶり 元気だった？」「懐かしい！」会場には、38 年前、荒川区におもちゃ図書館をつ
くった荒川のぞみの会の親子が 10 組、そしてボランティアさんたちが集まったおもちゃ図書館
同窓会コンサ－ト。コロナ感染が拡大しているなかで、開催しようか迷ったときに、お母さん
達に相談したところ「楽しみしていた行事がすべて中止になってしまった。ぜひ、開催してほ
しい。楽しい時間がほしい」とかえってきました。9 月 13 日、当初の計画より規模を小さくし、
マスク着用、三密を避け、会食なし、時間も短くし開催。
最初に、おもちや図書館をつくった当初の写真、みんなで全国各地、海外にも旅行に行った
写真などスクリ－ンに映し出し回想。幼かった子どもたちは、今では、みんなおじさん、おば
さんに成長です。そして、いつもおもちゃ図書館を応援してくださるグ
リ－ンパ－クトリオの演奏。親子で楽しんだ思い出の曲を中心にコンサ
－トを楽しみました。
また一つ、思い出のアルバムのペ－ジが増えました。ご支援をいただ
きました日本おもちゃ図書館財団様に感謝申し上げます。（鈴木訪子）

２

第 2 期 TOY らいぶらりあん養成講座（初級）
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」。
昨年度より「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
講していただきたいという趣旨です。
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」ではありますが、ボランティア自身がその活動の質を高め、おもちゃ図書館活動をよ
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。
昨年度開催予定がコロナ禍で延期となっていた茨城県常陸太田市において初級講座が開催されまし
た。今回はオンラインも利用したこともあり、茨城県内の他のおもちゃ図書館からも参加していただく
ことができました。ぜひ皆さまの地域でも、新たな形式の「TOY らいぶらりあん養成講座」を開催して
みませんか。

常陸太田市おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」研修会＆情報交換会
日時：2021 年 3 月 5 日(金）

参加者：27 名（内オンライン参加 9 名）

昨年度計画していた研修会がコロナで延期となりましたが、オンライン環境が整ったこと
もあり、東京の全国連絡会事務局と市総合福祉会館会議室を繋いで初級講座（おもちゃ図
書館の歴史と意義）と土浦市、かすみがうら市のおもちゃ図書館・社協の方々と千葉県社
協の方々からもご参加いただき、画面を通じてではありますが情報交換会を開催すること
となりました。
こちらの会場(会議室)には社協の方々と 13 名のボランティアが久々に一堂に会し、嬉し
い気持ちと、初めての事にスクリーンの画面に注目し、聞こえてくる声に耳を済ませて真
剣な気持ちでの参加となりました。画像・音声の性能も良く、鈴木理事長や藤田事務局長
の声に癒されました。参加したメンバーからも、大変良かった・おもちゃ図書館の歴史が
わかって良かった・他のおもちゃ図書館などの活動が聞けて参考になった・オンラインで
情報交換に満足、などの感想がありました。コロナ禍ではありますが皆様のおかげで開催
することができて良かったです。ありがとうございました。
（常陸太田市おもちゃ図書館「あ・そ・ぼ」ボランティア 栗原あき子）

【アンケートより抜粋】
・おもちゃ図書館が先人の方々のたゆまない努力と思いによって
創られた場であることを学ぶことができて、大変良かったです。
・自分たちのおもちゃ図書館も、世界にある中のひとつであるこ
とを感じました。世の中の変化とともに、おもちゃ図書館のあり
かたも変わりつつある中「ほっとできる場所」を大切にしつつ考
えていきたいと思いました。
・開館することができなくても、今できることは何か考え、取り
組んでいる方たちがおられることを知り、とても励まされました。
・他団体の状況を共有することができて良かった。他県の状況を
知ることができてオンラインの利点を感じました。

３

常陸太田市総合福祉會館会議室

全国連絡会ニュース
2020 年度はコロナに始まり、コロナで終わるという 1 年となりました。このような状況で
はありますが、全国連絡会も「今できること」を模索しながら事業をすすめてまいりました。
オンライン環境を整えることで、これまで課題であった「全国の会員の皆さまとの繋がり」も、
形を新たにしながら、すすめていくことが出来そうです。

2020 年 7 月～9 月に新型コロナ対策に関する緊急アンケートを実施し、前回トイポ
スト 141 号で結果をご報告いたしました。しかし、年が明けた 1 月には再び緊急事態
宣言が出され、全国的に感染者数も増加したこともあり、再び閉館するおもちゃ図書
館が増えたりするなど、先行きが見えない状況となりました。全国の皆さんへのメッ
セージをハガキでお送りすると同時に、返信ハガキにてアンケートを実施しました。
多くの返信ハガキが事務局に届き、たくさんのメッセージもいただきました。その一
部をご紹介いたします。
2021 年 1 月末発送
246 館/359 館
68％の回答
A:2 月現在のおもちゃ図書館状況
①実施している
117 館
②休んでいる
129 館
B:ボランティア同士の連絡
①取っている
183 館
②取っていない
51 館
※ボランティアがいない/回答なし 12 館
【アンケートより】
＊安心して来館して頂けるよう、今後
とも消毒・検温などは終息後も継続し
て実施していくつもりです。おもちゃ
ライブラリーの在り方についても考え
させられる契機になりました。

日時：2021 年 3 月 10 日（水）10：30～12：00
「おもちゃ図書館県市社協情報交換会」がオンラインにて開催されました。平成 28 年
度より、関東圏の連絡会事務局担当者などの皆さまに集まっていただき開催していま
したが、オンライン会議になったことで、今回は愛知県社協、名古屋市社協の担当者
の方にも初めて参加していただくことができました。
群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、静岡市、愛知県、名古屋市より 11 名、事務局よ
り 5 名、計 16 名の参加となりました。
各連絡会の取り組みの紹介、特に今年度はコロナ禍で例年実施している定例の会議
やイベントの中止が続く中、各連絡会ではアンケートを実施し、各おもちゃ図書館の
動向、課題、今後についてなど調査していました。全国連絡会でも 2 回のアンケート
を実施しましたが、地域連絡会においてはより地域の事情に即した対応をしていただ
いていると感じました。
全国連絡会、各地域の連絡会ともに、コロナ禍で大変厳しい状況にあるおもちゃ図書
４
館活動をどんな形で支援していくことができるのか、引き続き考えつつ取り組んでい

トイポスト 141 号でもお伝えした通り、2019 年度マニュライフ生命保険様の助成事業に、
全国連絡会として応募、おもちゃ図書館活動が支援の対象に選ばれました。その後、マニ
ュライフ生命保険様と協議を行いながら、現在次のような支援を受け、今後も協働事業を
行っていくこととなっています。

１

スヌーズレンルームの試行設置
2020 年 9 月、にじのひかりおもちゃ図書館（名古屋市）内に
スヌーズレンルームを設置しました。障害のあるお子さんへ、
感覚の刺激などによるリラクゼーションの活動をすすめていき
ます。
またこちらでのスヌーズレンルームの実践を参考にして、お
もちゃ図書館でも取り入れることのできるスヌーズレン関連の
おもちゃなども紹介していく予定です。

２

ウォーキングアプリ「マニュライフウォーク」
健康づくりとおもちゃの寄付

おもちゃ図書館の利用者・ボランティア・関係者の健康増進をす
すめるとともに、同アプリで歩行数量に応じておもちゃや絵本が
寄付される仕組みから、一定数のおもちゃを全国連絡会として寄
贈を受けます。全国連絡会では、各おもちゃ図書館に「マニュラ
イフウォーク」事業への参加を募り、申請のあったおもちゃ図書
館等に、寄贈されたおもちゃや絵本を送る予定です。皆さんもぜ
ひ登録して参加してください！

３ マニュライフ生命社員等のおもちゃ図書館活動へのボランティア参加
（詳細については、コロナ感染がおさまった時点で検討）
４ おもちゃ図書館や関連施設でつくられた自主製品をマニュライフ生命の社員
に販売
5 マニュライフ生命がこれまで支援してきた全国１６カ所の病院内プレイルー
ムに、手づくり布えほんや布おもちゃを実費により配布
6 マニュライフ生命社員の社会貢献活動の一つ
に「全国連絡会への寄付」を加えていく
7 協働事業を表す「愛称名とロゴ」の作成
５

『震災復興途上。南三陸町の10年』
南三陸町おもちゃの図書館いそひよ

代表

鈴木清美

被災地と呼ばれた宮城県南三陸町での日ごと年ごと変化する復興工事は、時にもどか
しく、しかし驚くほど確実に加速していきます。
海岸の防潮堤や山々を削った高台住宅地が完成し、見間違えるような街並みが広がっ
ています。 １０年・・・あっという間です。
当時小学生だった『いそひよ』の子らも、選挙権を持つ青年になりましたが、新しい
暮らしに慣れようと奮闘している住民はたくさんいるわけで、長く辛いと感じながらの
日常が続いています。
震災後、いち早く支援してくれた仲間、全国・全世界の皆さんは１０年経ったとして
も、挫けそうになる私たちに寄り添って応援し続けて下さっている事を忘れてはおりま
せん。『いそひよ』のメンバーたちも。
１０年分の日記(手帳)を並べると、あっという間だったと感じるのですが、一冊ずつ
開いて読み返すと「はるか、昔の出来事」が、頭の中で映像として流れるのも事実です。
やっぱり、長い１０年だったのかな？！
2019 年 12 月
南三陸町の震災復興祈念公園
に名簿安置の碑が設置されま
した。（メッセージは公募）
鈴木清美さんのメッセージが
刻まれています。
『いま、碧き海に祈る
住民憩いの場が復活しました

震災復興祈念公園に設けられた

『松原公園とグラウンド』

『犠牲者名簿安置の碑』

愛するあなた
安らかなれと』

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災から今年で 10 年が経ちました。全国の皆さまも
報道等を通じ、その被害の大きさを改めて思い起こしているところではないでしょうか。
震災直後から、東北各地のおもちゃ図書館の皆さんの安否を確認する一方で、テレビや新
聞で伝わってきた南三陸町はじめとする各地の被害の大きさには言葉を失うばかりでした。
全国のおもちゃ図書館の皆さまからは、次々に支援金、支援物資、手づくりおもちゃなど
の各種応援が集まり、全国連絡会としても自分たちにできる範囲のことではありますが、お
もちゃ図書館の支援のみならず、東北各地で移動おもちゃ図書館を開催するなど活動を続け
ました。
その後も全国各地で地震や水害など大きな災害が続いています。その都度おもちゃ図書館
にできることは？と微力ではありますが、被災地域のおもちゃ図書館や子どもたちのために
少しでもお手伝いできることがあれば臨機応変に対応していきたいと考えています。
６

苫小牧市おもちゃライブラリー

（北海道）

北岸由利子

世話人をさせていただいております北岸です。 ボランティア歴 15 年になります。
苫小牧市おもちゃライブラリーは 1982 年 苫小牧市社会福祉協議会と共同設置で設立され
ました。当時、国際障がい者年が採択されたことも契機となり苫小牧市(旧苫小牧市婦人団体
連絡協議会) に事務局を置き現在に至っております。来年には 40 周年の佳節を迎えます。
年に 1 回、普段なかなか利用者の皆さんの家族間の交流が無いため屋外交流と称して(昨年
はコロナ禍で中止)動物園やジンギスカン鍋を囲んでのファミリーの交流等を毎年企画し、12
月のお楽しみ会にはスタッフが人形劇を演じたり市内のボランティアサークルの方の協力を
頂き「お話し絵本」等を催し利用者の皆さんに楽しんで頂いております。
時代の推移と共に貸し出しのおもちゃにも変化があり DVD などの貸し出しも見受けられ
るようになりました。週一回のおもちゃの貸し出しですが昨年はコロナで利用者も激減しま
した。でも少な いながらも家に閉じ籠っているのでと遊びに来て頂くとこの居場所があって
良かったと 嬉しく思います。今後とも皆さんの協力を得ながら運営に努めていきます。

写真
（左）年に 1 回スタッフでの虫干し
光景です。布絵本、玩具、すべて出
して殺菌消毒し、お天気がよければ
天日干しもします。
（右）お楽しみ会の人形劇の様子

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。

☆☆おもちゃ図書館こうじゅえん（NO.775） 岡山県津山市
おもちゃ図書館こうじゅえんは、地域住民や職員から「小さな子どもたちがが安全に遊
べる場がほしい」「雨の日でも家の外で遊べる場がほしい」などの声を受け、2018 年 11 月
県内では初となる特別養護老人ホーム内に開設しました。以降は毎月第３土曜日に開設し、
小学生までの親子、その兄弟、特養入居者、ボランティアがおもちゃをとおして触れ合う場と
なっています。
会場となっている玄関を入ってすぐのホールは開放感にあふれ、子どもたちは思い思いのお
もちゃで体いっぱいに遊んでいます。それを見つめるお年寄りから「私にもあんなときがあっ
たのよ」と笑顔がこぼれる場面も。途中から図書コーナーなども併設
しボランティアが絵本の読み聞かせをしたり、親同士が絵本を手に取
り懐かしそうに会話していることもありました。
今は新型コロナでおもちゃの貸し出しのみとなっていますが、再び
子どもたちのにぎやかな声が館内に響き渡る日を心待ちにしています。
(仁木潤)
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インフォメーション
2021 年 6 月 18 日（金）
9:50～11:50
☆2021 年度 特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会 総会
全国ネットワーク会議
■日程：2021 年６月 18 日（金） １３：３０～１５：００
12:00～12:30
■会場：アクロスあらかわ（東京都荒川区）
永年活動表彰
☆一般財団法人日本おもちゃ図書館財団助成事業 募集中
☆令和３年度 おもちゃセットの助成事業
締切：2021 年 5 月 21 日
１）既設のおもちゃ図書館対象：おもちゃセット
２）新設のおもちゃ図書館対象：おもちゃセットと備品購入資金
☆山科直治記念「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」
締切：2021 年 5 月 21 日
＊詳細は一般財団法人日本おもちゃ図書館財団・おもちゃの図書館全国連絡会の HP にてご確認ください。

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

新入会員のご紹介
≪NO.783≫にこにこ☆おもちゃ図書館（奈良県田原本町）
≪NO.784≫市川大野おもちゃ図書館ともとも（千葉県市川市）

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）
☆賛助会費

☆GW の業務について☆
カレンダー通り（土日月祝休み）
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
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

西川正美 藤田満幸 藤田陽菜子 山田美和子
荒川区リサイクル事業協同組合 （株）大久保 昌玲寺 森敏江
NPO 法人ぽけっと 西峯行雄 森喜朗 武田美和子 神﨑真理子
おもちゃ図書館あるむトイクラブ 中区おもちゃ図書館ぱる
渡辺昌行 稲垣康弘 岩﨑美由紀 萩おもちゃのおうち
呉本庄つくし園 青塚和子 片桐貞子 おもちゃ図書館ひつじぐも
南区障害者生活支援センターあみ～ご 伊部美智恵 高田修治
おもちゃ図書館まごころ 奥村周市 一般社団法人くるり 乾佐知子 猪狩廣美 津田博（株）メガハウス
濱嵜慶宣
おもちゃ図書館すてっぷ 三木おもちゃ村 鈴木憲 鈴木拓 澤佐景子 佐伯万里子
泉北じゃがいも広場 川上明子 山下和子 谷津三保子 子育て支援ボランティアコアラの会
あしかがおもちゃの図書館 おもちゃ図書館ぱんぷきん おもちゃ図書館ひまわり 中山裕登
おもちゃの図書館 Petit 鹿島おもちゃ図書館コスモス文庫 ころんおもちゃ図書館 川上昭子 今井直樹
津曲孝行 清水基弘 松山明子 見城眞由美 特定非営利活動法人ひまわり 鈴木千春 松山章恵
稲葉隆弘 河内園子 篠原敬子 柚口千佳 いいじまおもちゃ図書館 栗原あき子 池上信江
新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ 市川おもちゃの図書館
☆寄付
BenoitMeslet 佐藤公子 藤田満幸
☆物品寄付 イワヤ（株）損害保険ジャパン㈱岡山支店法人支社有志 NPO 法人クロスワイズ 横尾佳代子
☆日本出版販売（株）より「日販良い本いっぱい文庫」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＞
東日本大震災から 10 年が過ぎようとしていた 2 月、震度 6 強の余震がありました。恐怖と震災直後の南
三陸の風景が甦ってきました。「いそひよ」を含め甚大な被害の状況を目の当たりにし心が痛みました。
そしてなかなか収束しないコロナ、活動も思うようにできません。自分に何ができるのか、どうしたら良
いのか、自問自答の毎日です。子どもたちの笑い声が早く戻ってくることを願っています。（園山）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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