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東京の下町荒川区で、障がいのある子どもをもつ親の会のぞみの会の親子で一緒につ

くった荒川おもちゃ図書館。1986年、荒川区社会福祉協議会の常設館となり、おもちゃ

図書館と一緒に社協の職員となった私ですが、昨年、長年勤務した社協を退職しました。 

もちろんボランティア活動には、定年がありませんので、ボードゲ－ムを楽しむおも

ちゃ図書館を立ち上げ、小中学生や中高年など多世代で一緒に遊ぶ活動を始めました。 

何歳になっても、「遊ぶ」こと、「おしゃべりする」こと、「笑う」ことは、楽しく、

幸せを実感できるひとときです。 

そして何よりも「今日もあえて嬉しい」「一緒にいると楽しい!」という気持ちが伝わ

りあう仲間と一緒に活動ができること、お休みすると「どうしたのかな?」と心配してく

れる関係、そして、遠慮なく自分の思っていることを伝え、うんうんとうなずいてくれ

る関係は、とても居心地がいいのです。 

しかし、コロナ感染が収束したら活動を再開しようと思いながら、感染拡大が長引き、

なかなか活動ができず、はがゆい思いのなかにいるボランティアさんたちも多くいます。

そして、このまま、再開できないのでは?という不安から、もう活動はやめようと選択す

る方々もいます。 

 

もう一度立ち止まって考えてみませんか。 

私たちは、コロナ感染に振り回され、気づいたら人と人がつながる機会を失い、語り

合うなかで生まれる前向きに考える力も奪われているのではないかと思うのです。 

子どもから高齢者まで、多世代の人々の交流の場、顔を合わせるとホッとできる居場

所となる「おもちゃ図書館」は、今だからこそ、必要とされているのだと思うのです。 

 

 もう一度、振り返ってみてください。 

「あなたの地域のなかで、多世代で遊び、交流できる場は、ありますか?」   

             

               令和 3年 7月 

                         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 

 

                                                     

 

 

 

 

  あなたの地域に、子どもから高齢者まで多世代で遊べる居場所はありますか? 
 
 

おもちゃの図書館 全国情報 
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 ※なお、同日予定しておりました「全国ネットワーク会議」は９月５日（オンライン開催）  

 に延期となりました。 

 

 ※役員改選に伴い、監事を務めていただいていた柘植法子さん、川上昭子さんが退任されま 

 した。長年にわたりありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

                                   

 

 

2021年度（令和 3年度）通常総会 

     2021 年（令和３年）6月 18日（金）13:30～14:30 

     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：１５２ 出席した正会員：１２２（出席者 4名 表面議決・委任状１１８) 

 

 2021年度（令和３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、昨年度に続き、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 118と定数に達し、無事に総会は成立、終

了いたしました。 

  2021年度（令和３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   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 
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 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  
 

 おもちゃ図書館 永年表彰のお祝いとボランティアの皆様へ 

 本年は第 32回オリンピック大会と第 16回パラリンピック大会（障がい者スポーツ大会）

が東京で開催されます。コロナは、いまだ収束されておりませんが、選手の皆さんにはこの困

難を乗り越えて、是非思い出に残る東京大会にして欲しいと望んでいます。 

 おもちゃ図書館のボランティアの皆様には、コロナ禍においての図書館活動を知恵と努力で

精力的に継続していただき、誠に感謝しております。本年も多くの創立周年事業を迎えたおも

ちゃ図書館が全国に多数あります。これまでの永年のご努力に対して下記のおもちゃ図書館さ

まに心より敬意を表します。 

 20周年表彰は「東広島おもちゃ図書館ピノキオ、おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん、ます

だおもちゃの図書館、おもちゃ図書館にこにこ村」、30周年表彰は「たつのこおもちゃライ

ブラリー、おもちゃ図書館赤ずきん、函南おもちゃ図書館、小牧市おもちゃ図書館きらら、千

葉県おもちゃ図書館連絡会、兵庫県おもちゃライブラリー連絡会」です。皆さま、おめでとう

ございます。 

 東京おもちゃショーは残念ながら本年も中止となりました。しかし、このような難しい世情

にも拘わらず、おもちゃ図書館の約半数が工夫しながら開館を続けられており、また開館でき

ない地域でも今できることに取り組み、それぞれ立派に活動をされていることに感服させられ

ました。 

 未曽有のウィルス感染症により、大きく世界が変わろうとしています。それだけにこのピン

チをおもちゃ図書館活動の飛躍のチャンスにつなげていけるように努力していきましょう。ま

たオンラインの情報交換などを通じて意思疎通をはかりましょう。そして一日も早く皆様と再

会できる日が来るようにがんばりましょう。 

 

 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 4館、20周年 4館、

そして地域連絡会 2カ所となりました。（６月 18日に予定していた表彰式は中止となりました）

7た。） 【永年活動表彰状贈呈おもちゃ図書館】 
≪30周年≫               ≪20周年≫ 
  京都府 たつのこおもちゃライブラリー  千葉県 おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん 
  福岡県 おもちゃ図書館赤ずきん     広島県 東広島おもちゃ図書館ピノキオ 
  静岡県 函南おもちゃ図書館       島根県 ますだおもちゃの図書館 
  愛知県 小牧市おもちゃ図書館きらら   香川県 おもちゃ図書館にこにこ村 
【永年活動（30周年）表彰状贈呈地域連絡会】 
  千葉県おもちゃ図書館連絡会 (1985年設立） 
  兵庫県おもちゃライブラリー連絡会（1986年設立） 

永年活動表彰 



 ４ 

  開設当初の様子 

 

 

 

≪30周年≫ 

☆☆おもちゃ図書館赤ずきん （会員 NO.179）福岡県筑紫野市 
 
赤ずきんは設立して 33年になります。隣の小郡市のおもちゃ図

書館ゴリリンと協力して、次々とイベントをこなして活動を広げ

てきた時期もありました。点字などのボランティアグループや、

子育てサークル、子ども会など他のグループとの交流もさかんに

行い、人と人とつながりや触れ合いを大切にしてきました。社協

や福祉課の理解もあり順調に活動をしていくことができました。 

しかし、コロナ禍においては、活動場所のボランティア室が閉

鎖になり、人と人とが集まること、接触することが自粛となりま

した。ボランティアのなかには活動から離れる人もでてきました。

おもちゃ図書館も、いったん立ち止まって、活動方法や活動内容

を変えていくことを考えないといけません。これからも活動が続

けられるように、今までの活動の一つの区切りとして表彰をお願

いしました。（大山朝子） 

  

 
 
☆☆函南おもちゃ図書館 （会員 NO.358）静岡県函南町 
 
 私たちの図書館は、自宅で「子ども文庫」を開館していたボランティア 4名が、障害のある子

の親との交流の場として、 1991年 8月 24日 『函南手づくりおもちゃ図書館』を始めました。

翌 1992年 10月 17日、場所を「旧函南町保健センター」に移し、現在の名称である『函南おも

ちゃ図書館』になりました。 1997年の「新保健福祉センター」完成と

同時に函南町社会福祉協議会の理解で同センタ一の一室をいただき、運

営資金の援助も受けて現在に至ります。  

 1997年までの図書館には、おもちゃの保管場所がなく開館のたびに皆

で汗を流し、おもちゃ・用具の搬入出をしていました。振り返ってみる

と、ボランティアの仲間の熱意の 30年に思われます。また、静岡県おも

ちゃ図書館連絡会での行事は、開館の情報交換や研修の場となっていま

す。 

 開設当初は障害のある子の家族の利用が主でしたが、社会福祉施策が進み、小さいお子さん

の利用が増え、現在は若いママの情報交換の場にもなっています。

また、高齢者施設に出向き、おもちゃを通じて交流を深める活動も

行っています。 

 新型コロナ感染症対策で開館もままならない現状で、コロナ禍終

息後の運営方法やボランティアの高齢化など課題は多いですが、楽

しそうに遊ぶ子供たちの笑顔を糧にこれからも地道な努力で前に進

んでいこうと思います。（今野成子） 

 

 永年活動表彰（30周年・20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。 
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☆☆小牧市おもちゃ図書館きらら （会員 NO.427）愛知県小牧市 
  

 小牧市のおもちゃ図書館は、昭和 61年 5月に小牧市社会福祉協

議会がボランティア室で開設しました。その後、平成 4年に障害

者デイサービス施設ひかりに移設され、ひかり職員が事務局とな

り、翌年ボランティア募集をして、集った仲間たちと運営を続け

てきています。施設内に常設なので、開館時は利用可で、たくさ

んの子どもやご家族が利用していますが、ボランティアが平日対

応することはできないので、年に数回の休日遊び企画「遊ぼうデイ」や行事（市の福祉展や施

設のおまつり）、２ヶ月に 1回の通信発行、おもちゃの整理・消毒、手作りおもちゃの紹介な

どを行っています。メンバーの入れかわりはありましたが、人形劇やパネルシアター、ハンド

ベル演奏などボランティアどうしも楽しみながら活動を続けてきました。お互いの良さを認め

合い、特技を生かしながら、子どもたちやおかあさんの笑顔に支えられての３０年だったと思

います。 

 支援の必要な子や兄弟・家族が、「気兼ねなく、安心して遊べる場」としてのおもちゃ図書

館づくりを、これからも続けていきたいと思います。（御手洗真由美） 

 

≪20周年≫ 
 
☆☆ますだおもちゃの図書館（会員 NO.550）島根県益田市 
  

「ますだおもちゃの図書館」は平成 11年 11月 11日に開設し

ました。島根県内の市に於いて最後の開設でした。公共の施

設の利用として障害のある無しに拘わらず利用できる居場所

作りのスタートでした。シルバー人材センターの 2階の 1 0 0

畳敷きの和室で月 2回の開催日には多くの親子で賑わいまし

た。平成 13年 6月市立子育て支援センターが開設に伴い「お

もちゃの図書館」も移設、手づくりおもちゃ、遊具の提供等協力し、現在に至ります。 

 市内に県立養護学校が新設され障害のある子ども達の環境が大きく改善されました。昨年来

新型コロナの脅威の中、利用が制限され活動休止しています。そんな中で、おもちゃの図書館

との関わり、クリスマスイベント「絵本のプレゼント」を NPO法人ポコアポコさん、近隣の支

援学級の参加で 21年間続けられた事は、私達にとっても大きな喜びです。（弘津憲子） 

 
☆☆東広島おもちゃ図書館ピノキオ（会員 NO.552）広島県東広島市 
 

 間もなく 21世紀を迎えようとしていた 2000年４月。その場のノリと勢いだけで作ったおも

ちゃ図書館。いつの間にか 21年続けていました。この 21年の間、いろいろなことがありまし

た。いろいろな経験を積みながら、私たちなりの形を作ってきました。 

 東広島おもちゃ図書館ピノキオ最大のピンチ（？）は、2018年７月の集中豪雨だったでしょ

うか。おもちゃを置かせてもらっていたお宅の、おもちゃ倉庫近くまで浸水していたそうです。

幸い、１か月前におもちゃを山の上にある代表者宅へ移動させていたので、おもちゃは無事だ

ったのですが、しばらくは何もできない日々が続きました。 

 その後、昨年より続くコロナ禍によって、活動そのものが制限

される、歴史に残るピンチが続いています。昨年度は１回だけ、

ボランティアさんが集まりました。今年度はまだ集まれていませ

んが、昨年度より続けている在宅研修を続けています。 

 コロナ禍でも、できることはある！ いつかきっと、楽しい日々

は帰ってくる！ と信じています。（増井里恵） 
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☆☆おもちゃ図書館にこにこ村（会員 NO.563）香川県小豆島町 
 
昔、保健所で勤務していた頃、仕事でボランティア講座を開催しました。そこに、講師の１

人としておもちゃ図書館をしている人をお願いしました。お話を聞いて、子ども達のために楽

しんで活動していると思いましたが、その講師の人から、小豆島にはおもちゃ図書館がないか

ら、是非作って欲しいと言われて、単純にやりたいなあと思いました。周りの友人に声をかけ

たら、やろうという人が何人か集まり、平成 13年に始めました。 

最初は何もないところから始めたので、公民館の１室を借り、自分達の子どものおもちゃの

お古を持ち寄りました。その後、廃園になった幼稚園を借りるようになり、そこに病院ができ

ることになって壊すことになり、今は障害児施設のお休みの日にお借

りして開催しています。 

私達は、最初から障害児に限定せずに、元気な子ども達も一緒に遊

ぼうというスタンスでやってきました。だから、障害児だけでなく、

不登校の子どもや発達障害の疑いのある子も来ます。毎回、大きくな

った障害児がお手伝いに来てくれたりもします。 

 おもちゃ図書館をもう 20年もやっているのかと、ちょっとびっくり

しましたが、これからも子ども達が喜ぶ顔を見たいので、できる限り

続けていこうと思っています。（久利文代） 

 

☆☆おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん（会員 NO.574）千葉県白井市 

  

 この度は、活動 20周年表彰をいただき、ありがとうございました。 

 開館当初は、「おもちゃの図書館とは！」のわからなかった私たちでしたが、千葉県おもち

ゃ図書館連絡会、そして全国連絡会の皆さまにご支援を頂戴し、学ばせていただきました。 

 日本おもちゃの図書館財団より「開館おもちゃセット」をいただき、平成 13年に開設された

白井市の子ども発達センターの一室をお借りして「おもちゃの図書館ぐりん・ぐりん」を開館

しました。障がい児と健常児親子の楽しい交流の場・憩いの

場にとの思いで、20年間活動を続けてきました。利用してい

た子どもたちの元気に成長した姿に街中で出会うと、とても

嬉しいきもちになります。 

 現在は、子ども発達センターと子育て支援センター・白井

駅前公民館の３ヶ所で、子どもたちは楽しく遊んでいます。 

 コロナ禍の現在ですが、ソーシャルデスタンスを守り、安

全を第一に活動を続けていきたいと思っています。  

                  （鶴岡惠美子）             

 

 

 

 永年活動表彰を受けられた皆さまへ     

                   特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会 

                          理事  青塚 和子   

 

 活動を続ける大変さは、ちょっとした笑顔と楽しさが、それを軽くしてくれますね。おもち

ゃ達が生き生きと遊び相手になれるように、おもちゃを知る事もボランティアとして大切だと

思います。コロナ禍なので、お手入れも兼ねて先ずは私達からおもちゃで楽しん

でみてはいかがでしょうか。おもちゃ達と一緒に、子ども達を待ちましょう。 

 音は届けられませんが、大きな拍手を贈ります。 おめでとうございます！ 

ボランティアグループ緑の風の皆さん 
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☆☆ミラココおもちゃ図書館（NO.777）  北海道豊富町 
  

 ミラココおもちゃ図書館は、北海道最北の宗谷地方豊富町にある

「みんなの居場所ミラココハウス」内に常設。毎週火水木と、土日

のどちらかを開放し、平日は親子遊び、週末は小学生が、ミラココ

ハウス多世代交流の中で過ごしています。北海道の長い自粛生活の

中、親子の孤立や家庭内の行き詰まりを回避するために、感染対策

をしながら利用者と協力し合い、貸出を含め、運営を継続してまい

りました。地域に必要なつながりの場であり支え合いの拠点ミラコ

コハウスでは、おさがり服の譲渡や困りごと相談が日常的に行われ

ています。利用者とボランティアが運営をする「どの子も楽しく過

ごせるミラココおもちゃ図書館」をこれからもどうぞよろしくお願

いいたします！（下山絵衣子） 

 

  

 

歩いて応援！マニュライフウォーク 
 
 おもちゃ購入資金のご寄付をいただきました！ 

 

 

 

マニュライフ生命保険（株）様より、第 1回目の「マニュライフウォーク」によるおもちゃ

購入資金のご寄付を 6月にいただきました。 昨年度中に、全国のおもちゃ図書館へ「マニュ

ライフウォークアプリによる寄付希望」を募ったところ、19館よりアプリのダウンロード済報

告とおもちゃ寄贈希望の申し込みがあり、今回いただいた寄付金を 19館へ配分いたしました。

各おもちゃ図書館では早速おもちゃの購入を始めています。アプリ未登録の館もぜひ次回以降

にむけ、ダウンロードにチャレンジしてみてください！ 会員以外の方も「歩いておもちゃ図

書館の応援」が可能となりますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。また、これまで

も多くの方から「アプリ登録しましたよ」「毎日歩くのが楽しみです」と嬉しいご報告もいた

だいています。「歩いて応援！」へ賛同してくださった皆さま、本当にありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

「マニュライフ ウォーク」とは？ 
 歩くことを楽しむための、歩数計アプリです。アプリ上で寄付プロ
グラムに参加して目標歩数を達成すれば、おもちゃ図書館におもちゃ
が寄付されます。（他に児童療養施設や社会福祉施設等にも寄付され
ます。）寄付に必要な歩数は、1回目が 50万歩、2回目は 80万歩、3
回目以降は 100万歩です。 
  

 ☆ダウンロードの方法など詳しくは連絡会事務局へお問合せください。 

 

 



 ８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

新入会員のご紹介 

≪NO.785≫ ほっぺっぺおもちゃ図書館（埼玉県さいたま市） 

 

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略） 

☆賛助会費  
山田順子 田中泰明 田中美都里 武田純子 大貫智裕 大泉里沙  

大貫輝子 浦和トイライブラリーおもちゃ箱 柚口千佳 隅田ひとみ  

後藤哲子 菅野龍夫 増保雪絵 明誠税理士法人 小泉康代 箭内貴史 

HLBMeisei有限責任監査法人 澤佐景子 増田岳洋 増田ゆき  

若林久代 杉田千代 茅根弘子 平蔵見子 若林宏美 小泉徹  

杉田一美 山口智帆 石澤希代子 千島真理 杉田信忠 桜木弘子 

 
☆寄付   マニュライフ生命保険（株） 

☆物品寄付    
 （株）アイアップ （株）学研ステイフル （株）トイコー （株）アガツマ  石川玩具（株） 
  (株）野中製作所  （株）パイロットコーポレーション （株）タカラトミーアーツ   西峯行雄 
 （株）ユープランニング （一財）日本おもちゃ図書館財団 ジョーンズラングラサール（株） 
 

 
 
 
 
 
 
 

                       ＜編集後記＞  
 このたびの熱海市における土石流災害で被災された地域の皆さまには心よりお見舞い申し上げます。                                                             

 さて、東京オリンピックの開幕がいよいよ間近に迫って参りました。コロナ禍の開催に複雑な思いの方も

多いと思いますが、アスリートの無事の活躍と感染拡大につながらないことを祈っております。ワクチンの

接種が、ようやく進んできました。お休みしている館も秋頃には再開できると良いですね。今後も皆様から

の情報・アドバイスをお待ちしております。（安達）（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井） 
          

                      

 

 

≪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 

 

 

☆おもちゃの図書館 全国ネットワーク会議  
       日時：2021年 9月 5日（日）10:00～12:00 (オンラインにて開催） 

     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  

    
☆TOYらいぶらりあん養成講座【専門研修】 

 日時：2021年 11月７日（日）10:00～14:00 会場：東京都社会福祉協議会会議室/オンライン併用 

  対象者：おもちゃ図書館ボランティア、おもちゃ図書館に興味関心のある方  

    内容：講座１ 障害のある子の遊びとおもちゃ 

      講座Ⅱ  おもちゃ図書館を居心地の良い場所にする「ボランティアのあり方」とは 

インフォメーション 

☆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 10：00～16：30  

TEL:０３-６８０７-８８１３

E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org 

 8 月 10 日（火）～13 日（金） 

 お急ぎのご用件のある方は 

  メールにてご連絡ください。  

※詳細は HPをご覧ください 

※詳細は HPをご覧ください 


