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（№６６）
平成２５年度 TOY らいぶらりあん養成講座【中級】が無事に終了いたしました。
中級になりますと皆様顔見知りになられて、和気あいあいの２日間でした。おもちゃ図書館活動は、
楽しくなくてはなりません。さらに相手の気持ちに添える心を、繰り返し省みて行く事が大事です。
これを機会に各おもちゃ図書館の活動を更に充実させて頂けると幸いです。
なお、今年度は初級講座が開催できず、申し訳ございませんでした。おもちゃ図書館のボランティ
アは誰でも参加できる良さが特徴ですが、一方で、活動内容や、そこに係るボランティアの資質の向
上も求められております。初級・中級・上級と今後、充実させてまいりますので、ぜひご参加くださ
いませ。

おもちゃの図書館全国連絡会

世話人代表

小泉康代

TOY らいぶらりあん養成講座（中級）
日時：２０１４年１月２５日（土）
９：５０～１６：００
２０１４年１月２６日（日）
９：５０～１６：３０
会場：専修学校朋友柔道整復専門学校
参加者：延べ７８名

講師の方のお話しからたくさんの「気付き」を得ることができました

実際に、おもちゃを手に取って

グループワークも賑やかにすすみます

講座Ⅳ

障害の
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≪講座内容≫
☆1 日目
講座Ⅰ 「傾聴」
ＮＰＯ法人Ｐ．Ｌ．Ａ．生木ヨシミ氏
講座Ⅱ 「子どもの発達」
35（産後）サポネット n 荒川
みんなの実家 代表 藤田房江氏
講座Ⅲ 「家族支援」
東京都知的障害者育成会
理事 永田直子氏

☆2 日目
講座Ⅳ 「コミュニケーション力」
TOKYO PLAY 代表 嶋村仁志氏
講座Ⅴ 「遊びとおもちゃ」
東京おもちゃ美術館
赤ちゃん木育事業部ディレクター
石井今日子氏
講座Ⅵ「親や子どもとのかかわり方」
おもちゃの図書館全国連絡会
事務局世話人
鈴木訪子氏

日本おもちゃ図書館財団・おもちゃの図書館全国連絡会

20１４年２月１１日（祝）東京国際フォーラム
このイベントは今年で 4 回目。年々、会
場も賑やかになってきて、参加ブースも子
育て関連の団体、NPO などから企業、行政
機関までと多岐にわたっています。出展者
は、イベント当日の参加のみならず、事前
の説明会参加や交流会参加などの機会も
あり、他団体の活動を知る良い機会にもな
っています。
当日、ブースに立ち寄る皆さんの、おも
ちゃ図書館への関心はとても高く「どこに
あるのですか」「誰でも利用できますか」
「どんなおもちゃがありますか」と質問も
寄せられました。おもちゃ図書館を多くの
方に知っていただくことができたのでは
ないかと思います。

子育て応援とうきょう会議主催のイベント。
一日中、会場もブースも親子連れでいっぱいでした。
この日は 7800 名を超える来場者だったとのことです。

今年度、このコーナーでは全国の皆様からの「おもちゃ」に関するお便りをご紹介します！
おもちゃ図書館で人気のおもちゃ、好評手作りおもちゃ、貸し出し数ナンバー１おもちゃ、
長年愛されているおもちゃ、オリジナルおもちゃ・・・など。いろいろなおもちゃをご紹介
したいと思います。
浦和トイライブラリーおもちゃ箱では、毎月
会報「はぐくみ」を発行しています。その中で
好評を得ているのが、絵の得意なボランティア
「ま～さん」による、コメントを加えながら、
手描きでおもちゃを紹介するコーナー！（この
「すてきなおもちゃたち」のモデルかも？！）
現在№61 で、まだまだ継続中です。
その中から、今回掲載していただいた「カラ
ームカデ」は、カラフルな色・つぶれた楕円の
形・ユニークな動きで私の大好きなおもちゃの
1 つです。はじめて遊びに来てくれた子に「み
てみて～」と引っ張ってみせると、目を丸くし
て（お母さんも？）手をのばしてくれます。貸
出しも多いおもちゃです。
浦和トイライブラリーおもちゃ箱
柚口

２

千佳

2 月 22 日（土）
引っ越します！
おもちゃの図書館全国連絡会では、ＮＰＯ法人化を見据えまして、事務所も日本おもちゃ図書館財団か
ら独立する事になりました。もちろん、財団からのご支援は今後もまだまだ続けて頂きますが、気持ちも
新たに出発です。郵送物やメール便等、送り先の変更をよろしくお願いいたします。

おもちゃの図書館全国連絡会
〒116-0001

東京都荒川区町屋２－７－５

（東京メトロ千代田線町屋駅、都電荒川線町屋駅より徒歩 3 分）
電話 03－6807－8813
FAX 03－6807－8863
※メールアドレスはしばらくは、現在のままご利用できます。

renrakukai@toylib.or.jp
なお、引っ越し作業にともない 2 月 24 日（月）25 日（火）は、
事務局をお休みさせていただきます。

一般財団法人日本おもちゃ図書館財団も事務所が移転します。
財団の助成事業の報告、問合せ、その他については下記の新住所へお願いいたします。
一般財団法人 日本おもちゃ図書館財団

〒108-0014
東京都港区芝５-３１-１５ センチュリー三田ビル 7 階
電話 03-6435-2842
FAX 03－6435－2843

おもちゃの図書館全国連絡会では、東日本大震災の後、福島市
での移動おもちゃ図書館活動を続けてきました。1 月 31 日（金）
も福島県立聾学校福島分校を訪問して紙芝居や移動おもちゃ図
書館、また保護者との懇親会などの活動を行いました。
子どもたちは、すっかり顔なじみになったボランティアとの交
流をとても楽しみにしていて、「次はいつくるの？」との声も聞
かれました。
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インフォメーション

☆「平成２６年度

おもちゃ図書館ボランティアの集い」

参加者募集中

[日時] 平成２６年６月１３日（金）１０時～１２時
[会場]

東京ビッグサイト

[内容]

永年表彰

[参加費]
[主催]

７０１・７０２会議室

基調報告

３００円

他

※参加費は、当日会場にて徴収いたします。

おもちゃの図書館全国連絡会

※午後は「東京おもちゃショー２０１４」の見学予定

☆第２３回

全国ボランティアフェスティバル

■日程：平成２６年９月２７日（土）２８日（日）

岐阜
分科会参加予定です

」

■会場：長良川国際会議場（岐阜市）他
■主催：第 2３回全国ボランティアフェスティバル岐阜推進委員会・岐阜県社会福祉協議会
「広がれボランティアの輪」連絡会議・全国社会福祉協議会

新入会員のご紹介
≪NO.724≫東京都（大田区）

おもちゃ図書館「おおきなき」

☆賛助会費をいただきました（敬称略・順不同）
いいじまおもちゃ図書館

町田おもちゃ図書館

白川町おもちゃ図書館ありす

町田移動おもちゃ図書館

下諏訪おもちゃの図書館

NPO 法人ママコムおもちゃの図書館あるむトイクラブ

親愛児童センター

横浜おもちゃ箱子育ち・子育てサポートきらきらクラブ おもちゃ図書館どろんこおもちゃ図書館たんぽぽ
延岡こども発達支援センターさくら園 ひみおもちゃの図書館 おもちゃライブラリーSIHO
おもちゃライブラリーぷくぷく
おもちゃ図書館うばめ園
社会福祉法人愛幸会

米子おもちゃ図書館

堺おもちゃ図書館ぽっぽ

つばめの森保育園

ポニーの部屋おもちゃ図書館

浦和おもちゃライブラリーおもちゃ箱
おもちゃ図書館いとっ子 大東おもちゃ図書館のびのび

一志地区社会福祉協議会ボランティアコアラの会

おもちゃ図書館がんこっこ

あしかがおもちゃの図書館

公益財団法人童心会

岐阜羽島ボランティア協会 立川おもちゃ図書館ぱれっと なぎおもちゃの図書館ひよこ
西都市生きがい交流広場西都おもちゃライブラリー おもちゃ図書館とんとん はんのうおもちゃ図書館
コンビ㈱松浦康雄
立川百恵
小松佳代子

石川玩具㈱

森カスミ
保井五雄

箕田美子

都築芳子

佐藤和美

神崎真理子

堀田芳子

武田美和子

谷津嘉章

井村雄三

佐藤富士子

山田宜廣

高橋惠美

田辺澄子

今井昌子

川上昭子

榊原かず子

高橋芳子

大貫輝子

岡嵜優子

岡原宣二

照井孝子
奥村周市

山田美和子

鹿浜かよ

山下敏夫

☆寄付をいただきました（敬称略・順不同）
大貫輝子

鈴木訪子

増田ゆき

清水洽子
【賛助会費の口座】
三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
(口座番号) １２８５４１９
（口座名）
おもちゃの図書館全国連絡会
代表 小泉康代 会費口

GAP Matching Gift Program

＜編集後記＞
寒さの中、梅の香がします。全国のおもちゃ図書館には、各地それぞれ、春の兆しが訪れていることと思い
ます。TOY らいぶらりあん養成講座では、集まって下さった皆様とあたたかい交流のひとときを持つことがで
きたと、担当者一同、感じています。ご協力ありがとうございました。来年度も、地区研修会や学習会、会
議や催しのご案内、そして NPO 法人化への経過等、お伝えして参ります。新規会員の方や、皆様のアイディ
アや投稿もおまちしています。
さて、本号でお知らせの通り、おもちゃの図書館全国連絡会は事務所を引越しして、来月から新たなスタ
ートをきざみます。移転後も変わらず、全国の皆様と支えあい、情報発信していきますので、変わらずよろ
しくお願い致します。
(藤井・安達・岸・隅田)

４

