おもちゃの図書館 全国情報

№１３３
発行日：2018 年 7 月 11 日 発行者：特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会
電話 ０３-６８０７-８８１３

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里 2-25-11

Fax０３-６８０７-８８６３ E-mail:renrakukai@toylib-jpn.org HP:http://www.toylib-jpn.org/

～世代を越え、障害を越え、地域の中の居場所

おもちゃの図書館～

（№６６）

平成 30 年６月８日、特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会第四回総会を開会し、
別載のとおりにご承認頂きました。
おもちゃの図書館全国連絡会は、たくさんの会員さんのネットワークです。皆が同じではない、みんな
違ってそれでよいという活動です。たくさんの熱い想いから生まれ活動が続けられています。活動場所も、
当初に比べより様々な場所で開催されています。
他のおもちゃ図書館の活動を知ることによって、自分たちの活動の見直しや、次の活動につなげるアイ
ディアなどを知ることができます。おもちゃの図書館全国連絡会というネットワークを活用し、他のおもちゃ
図書館の活動を知る機会を、近くの地域で作ってみませんか。そして次の活動につなげて参りましょう。
おもちゃ図書館活動という、地域福祉活動、誰もが「生まれてきてよかった」と思える社会作りを共に
実践してまいりましょう。
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

2018 年度（平成 30 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 TOY らいぶらりあん（おもちゃ図書館ボランティア）講座の実施 初級、中級
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
子どもに関するイベント等の移動おもちゃ図書館活動
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
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

おもちゃの図書館全国ネットワーク会議
2018 年(平成 30 年）6 月 8 日（金）9:30～12:00（参加者 40 名）
会場：荒川区立障害者福祉会館(アクロスあらかわ)
全国各地の活動についての情報交換や地域のネットワー
クについて討議し、おもちゃ図書館のさらなる発展を考える
目的で昨年に引き続き開催されました。当日は、全国より世
話人のほか、県連や市連から代表者等の参加もあり、静岡県、
北海道、愛知県での取り組みについてそれぞれ発表がありま
した。また、来年度以降の TOY らいぶらりあん養成講座の
進め方について方針の説明をし、実施にむけて協力をお願い
しました。今後も、各地の活動について情報収集と発信、ま
た連携をすすめていきたいと思います。

永年活動表彰
2018 年(平成 30 年）6 月 8 日（金）全国ネットワーク会議終了後、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、山科誠代表理事より表彰状が贈呈されました。今年の贈呈先は 7 館、そして 5 地
域連絡会。当日は 2 館、5 連絡会が参加し表彰を受けました。
【永年活動表彰状贈呈おもちゃ図書館】
≪30 周年≫
北海道 北見市 北見市おもちゃライブラリーの会
北海道 函館市 函館おもちゃライブラリー
北海道 札幌市 豊平区おもちゃランド
群馬県 高崎市 高崎おもちゃの図書館あひる
東京都 世田谷区 二子おもちゃ図書館ぽっぽ
≪20 周年≫
愛知県 半田市 半田市おもちゃ図書館つみき
岡山県 奈義町 なぎおもちゃの図書館ひよこ
【永年活動表彰状贈呈地域連絡会】
≪30 周年≫
群馬県おもちゃの図書館連絡会（設立 1988 年）
名古屋市おもちゃ図書館連絡会（設立 1988 年）
さっぽろおもちゃ図書館連絡協議会（設立 1987 年）
長野県おもちゃ図書館連絡協議会（設立 1986 年）
京都おもちゃライブラリー連絡協議会
（設立 1983 年）
２

2018 年度（平成 30 年度）通常総会
2018 年（平成 30 年）6 月 8 日（金）13:30～15:00
会場：荒川区立障害者福祉会館（アクロスあらかわ）
正会員総数：168

出席した正会員：127（出席者 28 名

全国ネットワーク会議、永年活動表彰終了後、13：
30 より 2018 年度（平成 30 年度）通常総会が開催さ
れました。松山明子議長のもと、平成 29 年度事業報
告、会計報告、30 年度事業計画、活動予算書、事務
所移転について、すべて原案通り承認可決されまし
た。そのあと、参加した皆さまから自己紹介など一
言ずつ挨拶をしていただき、ささやかながら交流の
時間を持つことができました。総会にご参加下さっ
た皆さま、ありがとうございました。
※詳細については、連絡会ＨＰよりご覧いただけま
す。

表面議決 57

委任状 42)

全国各地から参加していただきました。

東京おもちゃショー2018

（一財）日本おもちゃ図書館財団のブースにて、おもちゃ図書館活動
の PR を担当しました。今年は、同ブース内において全国肢体不自由児
者父母の会連合会（全肢連）のハンドアーチェリーもご紹介し、多くの
方に体験していただきました。ハンドアーチェリーは 2019 年茨城県で開
催される全国障害者スポーツ大会にてオープン競技として実施されます。
またイベント終了後には、おもちゃメーカーの皆さまよりたくさんのおもちゃ
を寄贈していただきました。頂いたおもちゃは、永年活動表彰館ほか、ア
ンケートにもとづき各地のおもちゃ図書館の皆さんへ送らせていただきまし
た。ご協力いただきましたメーカーの皆様、日本玩具協会様、ありがとうご
ざいました。

ハンドアーチェリーの紹介と体験

【おもちゃを寄贈していただきました】（順不同敬称略）
一般社団法人日本玩具協会 株式会社アイアップ 株式会社池田工業社 株式会社ハピネット
イワヤ株式会社 株式会社ビバリー 株式会社アガツマ パイロットインキ株式会社 株式会社トイコー
株式会社タカラトミーアーツ 株式会社エポック社 ブリオジャパン株式会社 株式会社ジョイパレット
ローヤル株式会社 株式会社野中製作所 ピープル株式会社 マテル・インターナショナル株式会社
石川玩具株式会社

３

多くのおもちゃ図書館が、活動開始から 20 年、そして 30 年以上継続して活動されています。その中か
ら今回、永年活動表彰を受けられた皆さまよりメッセージをいただきました。

≪30 周年≫
☆☆北見市おもちゃライブラリーの会（会員 NO.79）北海道北見市
この度、私たちの会が 30 周年の表彰をいただくことができました。今回、受賞する
ことができましたのは、おもちゃの図書館全国連絡会の皆さま方をはじめ、多くの先
輩の方々、家族の協力・仲間の支え、行政関係のご支援があっていただいた賜物と厚
くお礼申し上げます。
私たちは「命を大切にする」「みんな仲良く生きる」を目標に昭和 60 年に設立され
ました。この永年の日常活動が評価されたものと喜んでいるところです。
今回の表彰を励みにこれからも一層充実した活動を続けていきたいと思っておりま
す。今後とも皆さまのご指導、ご支援の程よろしくお願いいたします。（会長 相馬和子）

☆☆二子おもちゃ図書館ぽっぽ（会員 NO.229）東京都世田谷区
おもちゃ図書館の開館準備を始めたのは、昭和 63 年の春。小林るつ子さんの講演会終わりにお声がけ
いただいた事からでした。 夏休みには、二人の幼稚園児の娘達とも一緒に準備をしたりしました。 事
前のシュミレーションでは、先に開館していた代田おもちゃライブラリー、ハンディがある子と家族の
会“はじめの一歩の会”、社会福祉協議会、世田谷ボランティアセンター、玉川ボランティアビューロ
ーの皆様にもご協力いただき、なんとかスタートする事が出来ました。
財団からは沢山のおもちゃをご寄贈いただきました。なんと、30 年経った今でも現役のおもちゃも
いるんです。その中のひとつ、フィッシャープライスのダイヤル式電話が、映画『トイ・ストーリー』
に登場した時には、本当に感激しました。沢山のおもちゃ達が、度々おもちゃドクター（グループぐる
んぱ）のお世話になりながらも、多くの子供たちに受け継がれている事も嬉しく思っています。
この 30 年間、関わってくださったボランティアの方々、そして何より来館してくれた子供たちや保
護者の方々、保育ママさん方、色々な顔や出来事が思い出されます。続け
てこられた事に、感謝の気持ちでいっぱいです。現在、小さい頃ぽっぽで
遊んでいた OG がボランティアとして参加してくれています。また、開館
時幼稚園児だった私の娘も母となり、孫も時々遊びに来ています。世代が
変わっても、遊ぶおもちゃを探したり、時には取りっこの喧嘩をしたり、
借りて帰るおもちゃを選ぶ子供たちの眼差しは、ずっと変わっていません。
これからもおもちゃ図書館ぽっぽが、子供たちの笑顔のある場所であり続
けられる事を願っています。(代表 渡辺由美子）

☆☆高崎おもちゃの図書館「あひる」（会員 NO.342）群馬県高崎市
我々親子と「あひる」とのお付き合いは２年程になります。当時２歳だった娘は、
発語の遅れからコミュニケーションや感情表現が苦手でした。近所の子育て支援セ
ンターや児童館で遊ばせていましたが、それなりに娘は楽しく遊べていると思って
いました。しかし「あひる」に通い始めると、たくさんのおもちゃに目をキラキラ
させて伸び伸びと遊び、毎週通えることを楽しみにするようになりました。やはり
周囲に圧倒されていたようで、思い通りに遊べていないことも多かったのかな？と
気付かされました。また、同じような悩みを抱えた親子と触れ合うことで、発達に
関する素朴な疑問や悩みなども、相談・共有することができました。現在は娘が幼
稚園に行っている間に、私がボランティアとしてお手伝いしています。
「周りを気にせずに遊べる居場所を！」 娘の経験を思い出しながら、今後もお子さんやお母さん方
と触れ合えたら・・・と思っています。（ボランティア代表 羽鳥真由美）

４

☆☆函館おもちゃライブラリー（会員 NO.114）北海道函館市
「10 年ひと昔」とはよく言ったもの。ついこの間 20 周年永年活動表
彰を戴いたと思っているうちに早 33 年。20 周年の時に戴いたからもう
いいかな？と思いましたが「やっぱり申請しましょう」ということにな
りました。ボランティア不足の昨今、どんなことがきっかけになるかわ
かりません。「私もやってみようかな？」という気になる人も出てくる
かもしれない、等淡い期待を抱きながら・・・。そもそもボランティア
とは地味で地道な活動の繰り返しです。スポットライトを浴びるような
センセーショナルな話題があるはずもありません。毎回、毎回同じ様に、
ほっこり、まったり、のんびり、ほのぼの・・・etc.という感じのほんわかとした空間を作り出す活動
です。小さなお子さんたちから若い、良い「気」がもらえる。その良い「気」をもらった仲間と更に良
い「気」の交換ができる。会員が増えれば多くの「気」の交換・交流が出来るし、個々の負担がすくな
くなりより余裕を持った接し方ができるでしょう。
30 年の歩みの中で出来たこと、出来なかったことを思い返し、今後の活動に活かしていきたいと考
えております。どんな時でも、お子さんと親御さんが気軽に立ち寄れ、楽しく遊んで、時には悩みを吐
き出し、ほっとして暖かい気持ちで帰れるように心掛けています。「継続は力なり」という言葉があり
ますが、継続するには力が必要、みんなの知恵と力を合わせて、これからも明るく、楽しいライブラリ
ーを続けていきたいと思います。表彰ありがとうございました。（代表 芦野啓子）

≪20 周年≫
☆☆半田市おもちゃ図書館 つみき （会員 NO.408） 愛知県半田市
「つみき」を 20 年以上続けることができたのは、スタッフや利用者、社協の職員など沢山の方々の
お蔭と感謝しています。最初は遊び場とおもちゃを貸すことだけでスタートしましたが、利用者の声や
ご依頼でどんどん活動の幅も広がりました。外国のおもちゃの説明書が読めず四苦八苦したこともあり
ました。女性だけで始まったメンバーに、途中から男性も仲間に加わってくれて学ぶことも沢山ありま
した。皆様のお手伝いをするためにボランティアをしているのに、お
子さんや親御さんから気づかされること、学ぶことも多い日々です。
お蔭でスタッフはいつまでも若々しくさせて頂いています。
活動を始めた頃に比べ、おもちゃも、利用者の考え方も、福祉のあ
り方も変わってきました。良いところはそのまま残しながら、新しい
変化にも対応していかなければなりません。これからも皆様に利用し
て頂けるよう知恵と体力を絞っていきたいと思っています。
（事務局 佐野裕子）

☆☆なぎおもちゃの図書館ひよこ（会員 NO.513） 岡山県奈義町
「一人ひとりの違いを認め合い、共に生きる地域づくり」を目指し、「あそぶ」「つながる」「ささ
えあう」ということを大切に、゛細く長く゛をモットーに活動を続けてきました。笑いあり、涙あり、
あっという間の２０年間でした。小さかった子どもたちが今では立派なボランティアさんに!!本当に歴
史を感じずにはいられません。ここまで続けてこれたのも、やはり子どもたちの笑顔があったからこそ、
そして、お母さんたちの「この場があって良かった」との声に支えられ
ての 20 年間だったと思います。また、おもちゃの図書館全国連絡会の
皆さん、全国のおもちゃ図書館の熱心なボランティアさんとのネットワ
ークがあったからこそのこと、そして、日本おもちゃ図書館財団からの
支援があったからこそのことと大変感謝しています。20 年間本当にあ
りがとうございました。今後も子どもたちの笑顔のためにあたたかいお
もちゃ図書館を開いていきたいと思います。（岸本理香）

５

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。

☆☆おもちゃ図書館おひさま（NO.75４） 東京都文京区
おもちゃ図書館おひさまは、発達や学習に悩みを抱える家庭をサポートしている文京区千石にある
「学習塾わでかくらぶ」の生徒がいない時間を利用し、毎月第１、３水曜日を基本に活動しています。
作業療法士、司書、保育士などの専門資格を持ったスタッフを中心に運営して
おり、子どもの発達の悩みなどを気軽に相談したり、親子同士の交流の場を作っ
ていくことで、家庭だけで抱え込まず、地域の中で適度に頼れる関係を築くきっ
かけのひとつとなることを目指しています。
スタッフも子連れで参加しており、スタッフ親子が率先して楽しんでいるから
か、初来館された親子も緊張することなく楽しんでいただけているようです。ま
た、近くには「たまご荘」「千石こじゃり」というおもちゃ図書館もあり、とき
に連携しながらそれぞれの特性を活かした運営をしています。（高山陽介）

☆☆太田おもちゃ図書館 Heartful♡Tree（NO.755） 群馬県太田市
太田おもちゃ図書館は、NPO 法人 CheerSmileCourage（障がい
児・者親の会）が運営しています。太田市では、少子高齢化や核家族
化が進み子育て環境が変化し、母親が孤立しがちになる中、子育て支
援法により多くの子育て支援施設が開設されるなど、育児環境の改善
が進み始めている一方で、自閉症スペクトラム、発達障害に代表され
る多様な特性のある子どもを対象とした施設は少なく、特性のある子
どもを持つ親は孤立しがちな傾向にあります。自分の子どもに育てに
くさを感じていても、同じ悩みを共有できる人に出会う事も相談する
事も出来ず、社会の中で生活をしていく事に困難を覚え、将来に不安
を感じる毎日が続いていた頃、おもちゃ図書館と出会いました。そこで、自分の子どもに育てにくさを
感じている保護者や、他のお子さんと何かが違うと不安に感じている保護者が、特性を気にせず集える
場所を提供し、悩みの共有や相談の出来る場を設けたいと考え、特性の有無に関わらず利用できる“太
田おもちゃ図書館”を開設しました。今年の夏で二年経ちます。一人ひとりが地域の中でその人らしく
豊かに生きる事が出来る社会、特性を持つ子どもたちの将来に向け、“自分らしさ”や“好き”を見付
ける為、また保護者の方も笑顔で過ごしていけるのために、更なる内容の充実を目指していく考えでい
ます。（川田正美）

☆☆大府市おもちゃ図書館あいあい （NO. 756） 愛知県大府市
大府市おもちゃ図書館あいあいは、平成元年 12 月に開設し、平成 17 年 4 月に場所を社会福祉協議
会から大府市発達支援センターおひさまに移し、開館しています。ボランティアで運営しているのは、
毎月第一土曜日の午後 2 時から 4 時で、遊びの広場とおもちゃの貸し出しを行っています。ボランティ
アは 40 歳から 70 歳代の 5 人です。トイポストを拝見したり、研修に参加したりすることで、他のおも
ちゃ図書館の知恵を頂きながら運営をしています。一緒に開館しているおもち
ゃ病院のボランティアさんもすぐに修理して下さるのでとても心強いです。現
在、元代表からの寄贈により、絵本約 300 冊もおもちゃと一緒に貸し出す予定
にしており、只今準備中です。おもちゃと絵本を通して親子で気軽に楽しい時
間を過ごせるよう心がけています。今後も十人十色の子どもたちの成長を、一
緒に喜べる場として活動していきたいと思っています。（山下律子）
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「布絵本～受け継がれる思いを大切に～」
多摩おもちゃ図書館（東京都）

事務局世話人

ゆきこ

野口享子

このたび、事務局世話人のお役を仰せつかりました多摩おもちゃ図書館の野口享子で
す。多摩おもちゃ図書館は、障害児の親の会が平成 3 年に立ち上げた歴史あるおもちゃ
図書館です。代々、先輩お母さんから受け継いでなんとか続けてきています。
そして、私のお気に入りのおもちゃは、そんなお母さま方の思いが感じられる布絵本
の数々です。生地の選び方など、すごく丁寧な工夫がされていて、点字シールがつけて
あるのもあります。1 ページごとにイニシャルがついているので、ひとり 1 ページの分
担作品だったのですね。
みんなで作り上げてきたおもちゃ図書館が、有意義な活動になるようこれからも努力
してまいります。

追 悼
今年２月 10 日、事務局世話人を長く務めて頂きました、松原ミチさんが逝去されました。
松原ミチさんは、中央愛児園の主任保育士として昭和 52 年より勤務され、多くの障害のある
お子さんや保護者の方々に献身的に療育・支援を務められてきました。おもちゃの図書館あい
じえんの開館より、峯島紀子先生とともにおもちゃ図書館活動を続けて来られ、愛児園が早稲
田から大塚にお引越しされた際には、「新宿区にもおもちゃ図書館を残したい」という思いか
ら、新宿おもちゃ図書館「ここ・から広場」を開館、さらにはレジャー
ライブラリー「おえかきくらぶ」も 20 周年を迎え記念誌の発行の途中
でございました。全国連絡会では、国際会議に参加して下さり、世界各
国に日本のおもちゃ図書館の良さを伝え、相談員としても全国の方から
のご相談に答えてくださいました。まじめで、どんな事にも真剣に取り
組まれ、本当に優しいお人柄で、たくさんの方に笑顔をくださいました。
あまりにたくさんお世話になり書ききれません。本当にありがとうござ
2008 年全ボラ新潟
いました。ご冥福を心よりお祈りいたします。
おもちゃ広場にて
（おもちゃの図書館全国連絡会 理事長 小泉康代）
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インフォメーション

☆TOY らいぶらりあん養成講座【中級】

平成３０年度子どもゆめ基金助成事業
■日程：2018 年（平成 30 年）９月 29 日（土） 30 日（日）
■会場：北海道江別市 野幌公民館 2 階（江別市野幌町 13-6）

☆事務局・夏季休暇のお知らせ☆

事務所移転のお知らせ
2018 年６月 28 日 事務所が移転しました。

8 月 9 日（木）～15 日（水）
お急ぎのご用件のある方は
メールにてご連絡ください。

【新住所】 〒116-0014
東京都荒川区東日暮里２－２５－１１
※電話番号、FAX 番号、メールアドレスは変わりません。

【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

新入会員のご紹介
≪NO.759≫おもちゃの図書館「すくすくちゃん」（滋賀県近江八幡市）
≪NO.760≫おもちゃ図書館ゆったり島キッズ（東京都文京区）
≪NO.761≫おもちゃ図書館といぽけっと（大阪府吹田市）
≪NO.762≫おもちゃ図書館みらいかん（熊本県熊本市）

≪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。

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）

【賛助会費・寄付の口座】
三井住友銀行 町屋支店

☆賛助会費
鈴木拓 鈴木憲 大貫輝子 隅田ひとみ 桜木弘子 武田純子 浅野芳明
おもちゃ図書館きりん 川上昭子 柘植法子 荒川区リサイクル事業協同組合
（株）大久保 岸本理香

☆寄付

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

山下敏夫 鈴木訪子 川上昭子 小泉康代

☆物品寄付

小林勇二 （株）ユープランニング

（一社）全国肢体不自由児者父母の会連合会

＜編集後記＞
おもちゃの図書館全国連絡会総会・ネットワーク会議・東京おもちゃショーも無事終わり、いよいよ
夏本番ですね。今号では上記報告の他に、永年活動表彰の様子もお伝えしました。ボランティアさんた
ちの努力で長年活動を続けている館が多いことは素晴らしいですね。
今後は「震災その後」「高齢者施設でのおもちゃ図書館」「ボランティアの声」「利用者の声」等お
伝えしていきたいと思っております。皆様もぜひご意見をお寄せください。（安達）
（編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井）
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