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コロナ感染への不安を抱えながら、北海道、関東、京都、広島、九州のおもちゃ図書館

の仲間たちが、3年ぶりに会場に集まりおもちゃ図書館全国ネットワ－ク会議、おもちゃ

図書館全国連絡会総会の開催、そして日本おもちゃ図書館財団の山科理事長、高橋事務局

長におこしいただき永年表彰ができたことに心から感謝申し上げます。 

ひと昔前にあった路地裏で子どもが遊び、大人が井戸端会議をしながら子どもを見守る

光景はなかなか見られなくなっています。だからこそ、子どもと多世代の人々がつながり

あう場をおもちゃ図書館でつくらなければと思うのです。なんといっても、おもちゃ図書

館には、子どもたちの笑顔に、自分の喜びを重ねることができるボランティアさんがいる

のですから…. 

おもちゃだけあっても居場所にはなりません。一緒に遊んだり、笑ったり、声かけをし

てくれる人がいること……が、ホッとできる居場所をつくります。そして、そこは私たち

にとっても居場所です。 

                                    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 鈴木 訪子  

                

 

 

 

 

 

  

                       

 
                     
                        令和４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 
 

                                                     

 

 

 

 

 

 

       With コロナで おもちゃ図書館で繋がろう！ 
 

おもちゃの図書館 全国情報 

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.世話人会の開催（オンライン） 

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．ボランティアコーディネート  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．ﾏﾆｭﾗｲﾌ生命保険（株）様との「おもちゃで紡ぐ未来プロジェクト」 
８．関係団体等の連絡調整及び協力  ９．被災したおもちゃ図書館への支援 

 

 

   2022年度（令和 4年度）事業計画 
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2022年度（令和 4年度）通常総会 

     2022年（令和４年）6月 17日（金）13:30～14:30 

     会場：荒川区立障害者福祉センター（アクロスあらかわ） 

   正会員総数：１４８ 出席した正会員：１１８（出席者 15名 表面議決・委任状 103) 

 

 全国ネットワーク会議、永年活動表彰終了後、13：30より 2022年度（令和４年度）の

通常総会を、3年ぶりにアクロスあらかわの会場にて開催することができました。書面に

よる議決・委任状の返信も数多くいただき無事に総会は成立、小泉康代議長のもとすべて

原案通り可決いたしました。総会終了後、参加した皆さんより自己紹介や活動の様子など

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も持つことができました。総会

に参加して下さった皆さま、ありがとうございました。なお、議案内容詳細については連

絡会 HPに掲載しています。 

  おもちゃ図書館全国ネットワーク会議 

  2022年（令和４年）6月 17日（金）9：45～11:50 参加者 33名 

     会場：荒川区立障害者福祉センター（アクロスあらかわ） 

   

  全国各地の活動についての情報交換を図り、おもちゃ図

書館活動の継続、さらなる発展へつなげる場として、今年

も全国ネットワーク会議が開催されました。この２年間コ

ロナ禍でオンライン開催になりましたので、久しぶりの会

場に集うネットワーク会議となり、北海道や福岡県など全

国から駆け付けた参加者とともに、充実した会議となりま

した。 

 会議では、鈴木訪子理事長から基調報告があり、その後

全国６か所からの動画による活動紹介、グループによる情

報交換を行いました。おもちゃ図書館を始めたばかりの方

から、30年以上活動する方まで幅広く参加され、それぞれ

の立場から、おもちゃ図書館のボランティアならではの悩

みや意見などを聞くことができました。 

 

 

≪アンケートより≫ 
・おもちゃ図書館の魅力やたくさんの方々の支えや繋がりがあっての活動であることを
改めて知ることができました。「子どもを真ん中にみんなで手をつなぐ」今の時代に必
要ですね。 
・動画による活動紹介で、実際の環境や子どもたちの遊ぶ様子を見ることができて良か

った。いろいろな環境の中でも親子が安心して遊んでいる様子に力をもらいました。 
・直接会ってお話が聞けるのは素晴らしいことですね。じわじわと伝わってくる暖かさ
とエネルギーに元気をいただきました。特別なことはできませんが地道に続けようと思
いました 
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 6月 17日（金）12：00～12：30 アクロスあらかわにて、永年（20年・30年以上）活

動を続けられている館へ、一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の山科誠代表理事より表彰状

が贈呈されました。春日部おもちゃの図書館うさぎとかめより代表の中村さんが出席され、今

年の贈呈先は 30周年 4館、20周年２館でした。 

  【永年活動表彰状贈呈おもちゃ図書館】 
 
≪30周年≫                
 北海道 苫小牧市おもちゃライブラリー 
 岐阜県 おもちゃ図書館かみなりくん 
 三重県 四日市市おもちゃ図書館 
      ボランティア「よっちゃんグループ」 

 石川県 小松おもちゃ図書館サン・アビ 
≪20周年≫ 
  埼玉県 春日部おもちゃの図書館うさぎとかめ  

  滋賀県 ニコニコクラブおもちゃ図書館 

永年活動表彰 

  東京おもちゃショー2022 
 

 6月 16日と 17日、東京おもちゃショー2022が 3年ぶりに東京ビッグサイトで開催されました。

コロナ禍での中止から待ちに待った開催でしたが、土日の一般公開はなくバイヤーズデイの２

日間だけでした。 

 おもちゃの図書館全国連絡会も、日本おもちゃ図書館財団のブースでおもちゃ図書館の活動

を PRし、多くの来館者からおもちゃ図書館活動についての質問が寄せられました。 

 また出展した 17の企業からおもちゃの寄贈があり、段ボール箱 82 箱になりました。これか

ら全国の希望するおもちゃ図書館に発送し、子どもたちに届けられます。きっと大喜びで、新

しいおもちゃ遊びが始まります。ご協力いただいた企業の皆様に、心から感謝を申し上げます。 

 

 

       【おもちゃを寄贈していただきました】 

                   (敬称略、五十音順) 

アルツァーナジャパン株式会社 石川玩具株式会社       
イワヤ株式会社 エデュテ株式会社 株式会社学研ステイフル     
株式会社サンライズ  株式会社ジーピー  
株式会社タカラトミーアーツ 株式会社トイコー  
株式会社パイロットコーポレーション    
株式会社ハシートップイン  株式会社ハピネット 
プラントイジャパン株式会社  
マテル・インターナショナル株式会社 マルカ株式会社  

株式会社メガハウス 株式会社やのまん 

 

  

 

(一財）日本おもちゃ図書館財団山科誠

代表理事と、春日部おもちゃの図書館う

さぎとかめの中村高子さん 
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≪30周年≫ 

☆☆苫小牧市おもちゃライブラリー （会員 NO.４）北海道苫小牧市 

 1982年、心身に障がいをもつ幼児に対し、機能の回復と成長の促進を図ること、さらには地

域福祉を高めることを目的に、おもちゃライブラリーは開設されました。社協と共同設置で発

足し、本年で４０周年の佳節を迎えます。発足当初に比べ、社会環境も大きく変化し、行政も

障がい福祉に対する施策も格段に向上しました。しかしながら、障がいを抱えるご家族の悩み

や負担は今も変わりません。 

コロナ禍で閉館を余儀なくされた期間もあり、皆が楽しみ

にしていた動物園や水族館などの屋外交流も中止となりまし

た。早く日常に戻れることを願うばかりです。 

多くの皆様に支えられ今日まで来られたことに感謝してお

ります。今後も、利用者の方々に寄り添いながら創意工夫し、

活動を推進して参ります。（北岸由利子） 

 
☆☆おもちゃ図書館かみなりくん （会員 NO.130） 岐阜県羽島市 

おもちゃ図書館かみなりくんは、障がいのある子どもとその家族が安心して過ごせる居場所

として、昭和 61年に開設しました。当時、羽島市には、障がい児者が利用できる施設やサービ

スは限られており、沢山の絵本やおもちゃを自由に手に取って遊べることや障がいがあっても

楽しめるおもちゃがあることは、当たり前のようでいて実は特別な空間でした。障がい児者と

その家族の居場所ができたことで、自ずと家族同士の交流や情報交換が始まり、次第に当事者

の意見や声が集まるようになりました。子どもたちの将来を案

じ、支援を求める声を耳にしたことで、そのニーズに応えるか

のように児童デイサービスを開設、その後も障がい福祉事業を

順次拡大し、法人発足のきっかけとなりました。 

これまで多くの人に支えられ、30年以上もの長い間、活動を

続けてこられたことをとても嬉しく思っています。現在は、木

のおもちゃや布絵本など心と体に優しいおもちゃづくりと障が

いがあってもなくてもみんなが安心して過ごせる居場所づくり

に取り組んでいます。おもちゃがコミュニケーションツールと

してあるように、おもちゃ図書館もまた人と人、地域をつなぐ

ツールであったことに気づき、改めてこの活動の重みを感じて

います。 

おもちゃ図書館を通して得られたつながりを大切にしながら、

これからも、おもちゃが与えてくれる温かさや優しさ、楽しさ

を沢山の子どもたちに伝えていきたいと思っています。   

                    （折戸幸恵） 

 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。 

 

 

知恵玩具「ブロックル」  
（同法人の就労支援事業所で
制作している木のおもちゃ） 
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☆☆四日市市おもちゃ図書館ボランティア「よっちゃんグループ」（会員 NO.287） 
                                          三重県四日市市 
  

「みんなよっといで」の意味を込めて名付けられた、四日市市おもちゃ図書館ボランティア

「よっちゃんグループ」は、平成２年８月に四日市市総合会館のオープンとともにスタートし

ました。その名前のとおり、障害のある子もない子も、おもちゃを通して仲よく遊ぶ「ふれあ

いコーナー」として、月曜日から金曜日まで開館しています。子どもと保護者が楽しく遊べる

ように「こんなおもちゃがいいんじゃないかな」と薦めたり、時には保護者とおしゃべりをす

る中で悩みを聞いたりすることもあります。たくさんの子どもた

ちとふれあえるのはとても楽しく、子どもたちと接することで私

たちもパワーをもらえて元気になれます。 

平成 5年からは、月に一度、地域の子育て支援センターや児童

発達支援センターなどにおもちゃを持って出かけて行く、移動お

もちゃ図書館を実施しています。また、年に一度、四日市市文化

会館で、手作りおもちゃやボランティアによる人形劇など、楽し

い「おもちゃ図書館まつり」も開催しています。ボランティア全

員で作る布絵本はとても好評で、今年も作成中です。 

新型コロナの影響で、本来の活動を縮小しなければならないこ

ともありますが、関係機関と相談しながら、これからも元気で楽

しく活動していきたいと思っています。（坂下玲子） 

 

 
☆☆小松おもちゃ図書館サン・アビ（会員 NO.325）石川県小松市 
 
 小松おもちゃ図書館は、平成 2年 8月 5日におもちゃ図書館財団・和光学園・市民の方々等

の協力の中でサン・アビリティーの多目的室で誕生しました。現在は、小松市からの補助金を

受け、イオンモール小松店よりご協力を得ています。そして、支えてきたのがボランティアグ

ループ「つくしんぼ」です。当初は、サン・アビリティーを利用していた市民の方々や和光学

園の職員も参加されていました。研修会、視察旅行、野外ハイキング、お泊り保育等、皆さん

は生き生きと参加されていました。やがて、ボランティアは主婦の方々が中心になりました。 

 しかし、それから随分年月が経ってボランティアの高齢化が進み運営が難しい事態になった

時、おもちゃ図書館の閉館が話し合われました。でも、いつの時代になっても障がいを持つ子

どもがいます。そんな親子に寄り添っていく場所のおもちゃ図 

書館としてやっぱり開館は続けていこうと言う声があがり、い 

ろいろ厳しいながら現在に至っています。 

 当初、おもちゃ図書館の利用は、障がいを持つ子どもが遊べ 

る場所として出発しましたが今は、就学前の子どもとの交流の 

場所として利用されています。移動おもちゃ図書館として要望 

のある施設にも廻っています。 

 近年、コロナウイルス流行で使用するおもちゃや人数が制限 

され移動おもちゃ図書館も中止になっています。そんな中でも 

子ども達は明るく楽しく遊んでいます。帰り際におもちゃの消 

毒まで手伝ってくれます。時には、保護者と 2、 3才の子まで 

もが小さな手で手伝っています。一日も早く元に戻って遊べる 

様になる事を祈っています。（深澤栄子） 



 ６ 

 ≪20周年≫ 
 
☆☆ニコニコクラブおもちゃ図書館（会員 NO.573）滋賀県高島市 
 
 ニコニコクラブおもちゃ図書館は、2001年７月、障害のある子たちの親の集まりの中で 

「今度から毎週（土）、学校休みになるよ～。また、長い夏休み始まるし・・・」「ちょっと

みんなで何か集まって始めてみょうか。」と、家でも・学校でも・作業所でもなく、第３の居

場所作りとして、又この活動を通じて地域で楽しく暮らしたい！！という声がひとつになり、

ニコニコおもちゃ図書館を始めました。 

 その後、2002年４月からは、地域活動支援事業として、障がい児学童の場も兼ね、毎週２回

（年間 100日）に活動を広げ、忙しくも楽しく過ごしてきました。２年前、子供たちも学校を

卒業し、青年となったことから学童の役目を終え、今は貸館にてコロナ禍ではありますが、の

んびりと毎月１回の活動を楽しんでいます。 

 今回２０周年を迎え、お世話になっている社協の方より２０年を振り返るスライドショーを

作成して頂くこととなりました。先日より皆でスライドショーの為の２０年間のアルバムを振

り返り、小さかった我が子、若かった母たち・・とわいわい話し合いながら、懐かしい思い出

を振り返っているところです。スライドショーのお披露目には、これまでお世話になったボラ

ンティアさんたちにも来ていただき、またみんなで楽しく語り合えたら・・・と思っています。 

 これからも変わらないこのゆる～い規則の 

中で、ただ顔を合わせればホッとできる居場 

所のニコニコクラブおもちゃ図書館でありた 

いと願っています。（高木照代） 
 

 
 
☆☆春日部おもちゃの図書館うさぎとかめ（会員 NO.645） 
 

 23 年前、初代代表者より『春日部におもちゃ図書館がないのよね。立ち上げたいけれどど

う？』という呼びかけに賛同した数名から始まった「うさぎとかめ」です。 

 すでに違ったボランティア活動をしている面々でしたが、それぞれの特技を生かし、館名を

決めたり、貸し出し袋を作ったり、スーパーや大型玩具店におもちゃの寄付依頼に行ったりと

パワー全開で準備を始めました。 

 2000年 4月に春日部市福祉センターで開館しましたが、児童館オープンに合わせ、児童館内

へのおもちゃ図書館設置に対するアンケートを障害児の保護者に行いました。結果、健常児と

一緒に遊べる場でも構わないとのご意見が多く聞かれたため、福祉センターと児童館の両方で

活動を行っています。時代の流れで障害児に対する民間サービスが充実してきたために、来館

は個人ばかりではなく、施設からの利用も少なくありません。 

 20数年が経った今、社会人になった障害児が「私もボラン

ティアをやりたい」と希望し仲間に入ってくれています。ボ

ランティアの高齢化が進み、スタッフの人数も減少傾向です

が、おもちゃ図書館を利用してくれる子供達が一人でもいる

限り、この活動を続けようとスタッフ一同思っています。 

 今回の表彰は辞めざるを得なかったスタッフ達への慰労と

これからも続けていくための応援と思い、感謝申し上げます。 

                     （中村高子） 

 ↑開館場所エンゼルドームのしんちゃん 
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    佐倉おもちゃの図書館（千葉県） 初代代表 伊藤澄子さん・望さん親子 

＊好きなおもちゃと遊び 
 当時はラジカセに好きな音楽をたくさん吹き込んでいましたが、それを抱えて歩き落とし
ては壊してしまいの繰り返しで何回も買い替えました。そんな時に出会ったのがトーキング
カードです。動物の鳴き声や、大好きな乗り物の走る音、わらべうた、英語の歌など好きな
ものは何回でも聞くのでカードがボロボロになったり、それを補給したり分解して使ったり
といくつ壊したか、わかりません。丁度そのころインベーダーゲームが流行って、我が家で
も兄が購入し、それに望もはまってしまいました。 
 
＊それからの生活について 
 兄弟の影響もあってゲーム機を購入、望も夢中になりました。学校を 
卒業してからも、ゲームボーイや電車を見に行くことが一番の楽しみです。 
今、入所施設に入っていてコロナ禍で外出が思うようにできないことも 
あってテレビ画面でビデオや、YouTubeなど電車やゲーム画面が見られる 
ように職員の方がセットしてくれました。望にとって好きなもの、夢中に 
なれることができること、楽しく過ごせるということ、離れていても親に 
してみれば安心そのものです。 
 
＊たくさんの思い出とおもちゃ図書館  
 40年以上経った今も、おもちゃ図書館と出会ったから今の私がいること、息子が夢中に 
なれる遊びに出会えたことに感謝したいと思います。いくつになってもおもちゃ図書館で出
会った仲間がいます。最初の出会いがあったから今があり、息子の生活が続いて居場所があ
ります。そして私もいつまでも当時の仲間と一緒に仕事を通してもお付き合いをさせていた
だいています。    
            
＊これからの皆さんに伝えたいこと  
 佐倉市では私の跡を継いで、今もおもちゃ図書館を開館    
しています。その場所でその時代に合った方法で、おもちゃ  
との出会いを大切に、型にはまったやり方ではなく自由に遊 
んでもらえたらと思います。上手く遊べないお子さんや、お 
もちゃとの出会いがないお子さんもいるかもしれない。そん 
な方たちがないようにするのが大人の役目でしょうか・・・ 

（中央）松本社長と鈴木理事長 
（右から二人目）㈱make様を紹介 
 していただいた税理士の増保雪絵様  
 3名は㈱makeの社員の方々 

 6月 6日（月）、新宿区初台東京オペラシティにある㈱make様の事務所を訪ねました。
㈱make様は、おもちゃ図書館での『マイバッグづくり』を提案し、2018年から 5年間に
わたり布バックやマジックを寄贈、希望するおもちゃ図書館に配布していただきました。
おもちゃ図書館ではすっかりマイバッグづくりが定着し、コロナ禍においても工夫を重

ねてのマイバッグづくりが展開されてきました。 
  この日、鈴木訪子理事長から松本健社長へ、感謝状と全国
のおもちゃ図書館から寄せられた『マイバックづくり』の報
告や写真のファイルを贈呈し、その後制作されたマイバッグ
作品や子どもたちの感激の様子について感想を交わしまし
た。これからも、おもちゃ図書館の子どもたちが笑顔になれ
る応援を続けたいとの松本社長の言葉に、心から感謝をいた
しました。 

 

大好きな電車の映像を TV画面で 

伊藤さんとおもちゃ図書館時代 
からの仲間の皆さん（通所施設のイ
ベントにて） 
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新入会員のご紹介 

≪NO.793≫ おもちゃ図書館にこにこ（佐賀県みやき町） 

≪N0.794≫ みんなの夢ハウスおもちゃ図書館（埼玉県さいたま市） 

≪NO.795≫ おもちゃ図書館ネバ―ランド（鳥取県米子市） 

≪NO.796≫ のんびりおもちゃ図書館（兵庫県明石市） 

≪NO.797≫ おもちゃ図書館 TOYTOY （栃木県壬生町） 

≪N0.798≫ おもちゃ図書館りんごの木（三重県桑名市） 

≪NO.799≫ トイライブラリーみんな仲良くわくわくえがお 

                      （兵庫県神戸市） 

≪NO.800≫ あかぎ山ろくおもちゃの図書館（群馬県前橋市） 

 

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略） 

☆賛助会費  
田中泰明 田中美都里 大貫智裕 大泉里沙 大貫輝子 栗原あき子 
簗瀬朝子 桜木弘子 隅田ひとみ 武田純子 篠原敬子 井上ミヤコ 
福岡おもちゃ図書館ぽけっと あおばおもちゃのひろば 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 若林里美 中澤芳美  
小泉康代 増保雪絵  
☆寄付 サワッディ 小泉康代 明誠税理士法人 HLB Meisei有限責任監査法人 
☆物品寄付  
 アルツァーナジャパン（株） 石川玩具（株） イワヤ（株） エデュテ（株）（株）学研ステイフル  
（株）サンライズ （株）ジーピー （株）タカラトミーアーツ （株）トイコー （株）ハピネット（株）
パイロットコーポレーション （株）ハシートップイン    プラントイジャパン（株）  
 マテル・インターナショナル（株） マルカ（株） （株）メガハウス （株）やのまん 

  

  

 
 

                                       ＜編集後記＞  
 今年はおもちゃショーの復活など、少し動きが見えてきました。おもちゃ図書館の全国ネットワーク会議では

地方で頑張り模索する方や開館準備中の方とお会いし、充実したひと時となりました。コロナ禍で不自由な一

方、オンラインなど技術の進展や仲間との助け合いは常に力となります。前進するために、考え行動し続けよ

うと思いました。レッツチャレンジ！（藤井)       （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 

 

 
☆TOYらいぶらりあん養成講座【専門研修】 

 日時：2022年 11月 26日（土）10:00～14:30 会場：愛知県社会福祉センター/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 講演「こどもにとっての遊びの本質とその発達を知る」（定金雅子氏） 

      講座Ⅱ  ワークショップ「ふれあいパネルシアター」上演と演じ方（和気瑞江氏） 

☆おもちゃ図書館ボランティア≪北海道地区研修会≫ 
日時：2022年 10月 16日（日）10：00～14：30 会場：札幌市社会福祉総合センター  

内容：基調報告や手作りおもちゃ（楽器）のワークショップなどを予定 

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 6 日（土）～15 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。  

※詳細は HPをご覧ください 

「おもちゃ図書館 
     あるある」 
アンケートはこちらから  

 


