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～笑顔をつなぐおもちゃ図書館～
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平成２４年度、皆様のご承認を頂き、世話人の互選により世話人代表をお引き受けする事になり

（№６６）

ました。よろしくお願い申し上げます。

２３年度は支援活動を中心に、各地区の研修会などで皆様のご協力をたくさん頂き、ありがとう
ございました。被災地の復興は遅々として進まない状況ではありますが、私たちができる、おもち
ゃ図書館としての支援活動は、内容を変化させつつ今後も継続して参ります。支援活動の中から、
そこにおもちゃ図書館がある大切さを再認識し、地域の中で、人と人をつなぐ役割を果たしている
ことを確信しました。現在、社会全体では孤立死などが問題になっており、高齢者やひとり暮らし
の方だけでなく、誰にも地域でのつながりが必要であると再認識されております。おもちゃという、
優しく温かく楽しいツールで、笑顔と笑顔をつなぐおもちゃ図書館活動を続けてまいりましょう。
全国のおもちゃ図書館が笑顔でいっぱいになりますよう、世話人一同、事務局一同、心を一つに
して努めてまいります。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

世話人代表

小泉康代

平成２４年度事業計画
１．おもちゃの図書館全国連絡会総会の開催
２．災害被災地とその子どもたちへの支援
３．おもちゃの図書館全国情報紙「トイ・ポスト」の発行
４．地区アドバイザーを置く
５．おもちゃ図書館相談事業
６．TOY らいぶらりあん（ボランティアリーダー）養成講座の実施
７．おもちゃの図書館ボランティアの集い開催
８．ミ二学習会の開催
９．世話人会の開催
10．「第２１回全国ボランティアフェスティバル みえ」への参加
[テーマ] ～みえから見えるみらいの絆～
11．World Play Day（あそびの日）の推進
12．「広がれボランティアの輪」連絡会議への参加
13．研修会の開催
14．共催事業
おもちゃ広場・おもちゃキャラバンの実施（財団法人日本おもちゃ図書館財団と共催）
15．事業協力
財団法人日本おもちゃ図書館財団事業実施への協力
16. おもちゃの図書館全国連絡会法人化検討委員会設置
17. その他

１

平成２４年度世話人・会計監事・顧問・相談役
平成２４年度おもちゃの図書館全国連絡会の総会が文書で行われ、承認されました。以下の方達が世話人、監事と
してこの 1 年の運営を行います。どうぞよろしくお願いします。また、顧問、相談役を下記の方々にお願い致しました。

地 区
北海道

芦野 啓子

函館おもちゃライブラリー（北海道）
厚別おもちゃ図書館いつくしみの会（札幌市）

東北

嶋田 修
千葉 礼子
鈴木 清美

志津川町おもちゃの図書館いそひよ（宮城県）

鈴木多恵子

柏おもちゃ図書館かたつむり（千葉県）

今井 昌子

塩尻おもちゃ図書館（長野県）

高村 豊

名古屋中村おもちゃ図書館（名古屋市）

近藤 恭弘

菰野おもちゃ図書館ハッピー（三重県）

保井 五雄

おもちゃ図書館どろんこ（滋賀県）

西出 明

南海学園おもちゃライブラリー（大阪府）

岸本 理香
松山 明子

なぎおもちゃの図書館ひよこ（岡山県）

地

方

世

関東
東海・北陸
近畿

話

人

中国・四国
九州・沖縄

氏 名

森

所属おもちゃ図書館名

ひかりおもちゃ図書館(仙台市）

世話人副代表

新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ（愛媛県）

敏江

おもちゃの図書館あいあい（福岡県）

楢山 聡

青いりんご おもちゃ図書館（熊本県）
戸田市おもちゃ図書館グループびっくり箱

事

青塚 和子
浅野 芳明

務

安達 恵

局

岸 節子
小泉 康代

世
話
人

事務局長

荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン
おもちゃ図書館あそびむし

相談員

佐倉おもちゃ図書館

世話人代表

浦和トイライブラリーおもちゃ箱

鈴木 訪子

荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン

隅田ひとみ
園山 裕子

すてっぷおもちゃライブラリー

藤井 美里

吉祥寺おもちゃ図書館 mini

よこはま布えほんぐるーぷ

松原 ミチ

相談員

新宿おもちゃの図書館あいじえん

峯島 紀子

世話人副代表

新宿おもちゃの図書館あいじえん

箭内 貴史

こばとおもちゃのとしょかん

山本 文子

すみだおもちゃ図書館

会 計 監 事

川上 昭子

おもちゃの図書館きりん（群馬県）
おもちゃライブラリーさくらんぼ（茨城県）

顧問

柘植 法子
山下 敏夫

相
談
役

めだかおもちゃ図書館（埼玉県）

氏 名
阿部 志郎

所

属

横須賀基督教社会館会長

木谷 宜弘

ボランティア研究所主宰（全国社会福祉協議会・全国ボランティア活動振興センター初代所長）

小島 セツ子

東京都社会福祉協議会特別研究員

児玉 和夫

堺市立重症心身障害者（児）支援センター ベルデさかい センター長

中邑 賢龍

東京大学先端科学技術研究センター特任教授

和田 敏明

ルーテル学院大学 大学院 総合人間学研究科 社会福祉学専攻主任 教授

繁成 剛

東洋大学 ライフデザイン学部 人間環境デザイン学科 教授

神奈川県立保健福祉大学名誉学長

２

平成 24 年度地区アドバイザー
地方世話人が各地区 2 名おりますが、各地区のおもちゃ図書館の状況をさらにきめ細かく共有するために、
平成 21 年度より地区アドバイザーを設け、全国各地の情報発信・受信の役割を担っていただくことにいたしまし
た。今年度は下記の皆様に委嘱いたしました。よろしくお願いします。
氏 名

所

属

菅野 龍夫

北海道

北区おもちゃ図書館

片桐 貞子

秋田県

グリーンローズおもちゃライブラリー

清水 洽子

東京都

代田おもちゃライブラリー

齋藤 勝子

東京都

おもちゃ図書館ピコ

中嶋 武子

神奈川県

いずみ会館おもちゃ図書館

加々本 佐知子

岐阜県

南濃おもちゃ図書館 とろーる

宇井 真理子

石川県

小松おもちゃ図書館 サン・アビ

伊藤 年真

愛知県

大治おもちゃ図書館ゆめあゆみ

榊原かず子

滋賀県

近江八幡市おもちゃ図書館 宙

弘津 憲子

島根県

ますだおもちゃの図書館

朝川 修子

広島県

福山おもちゃ図書館

篠原 敬子

福岡県

おもちゃの家でんでんむし

比嘉 甚夫

沖縄県

おもちゃ図書館ペンギン村

平成 24 年度 おもちゃの図書館全国連絡会文書総会 意見開陳書より
質問 法人化検討委員会設置にいたるまでの経緯についてきかせて下さい。
回答 おもちゃの図書館全国連絡会法人化検討委員会設置について
当連絡会は、約 30 年任意団体として活動をしてきました。また、これからも長く継続した活
動をめざす上で、選択肢の一つとして、ＮＰＯ法人の取得を検討してみようということになりま
した。メリットとして、「社会的な信用が得られる」ということがあります。おもちゃの図書館
全国連絡会は、既に 30 年あまりの活動実績があり、時間をかけて信頼や信用を築いてまいりま
したが、さらに公的な認証を受けることで、多様な人々や機関などへ活動を認識していただきや
すくなると思います。デメリットとしては、規定に合わせた事務処理や税務申告義務などが発生
しますので、事務作業、経理業務などが変わるものと思います。
法人化については、皆さまからご意見をいただきながら、多方面から検討していくための委員
会をまず設置し、その中で充分に議論を進めていきたいと思います。
意見 TOY らいぶらりあん養成講座の開催について、今後も継続される時は、ぜひ地方でもやってほしいと
思います。関東近辺の方は参加しやすいと思いますが、地方から参加しようとするとなかなかできません。
回答 今後の養成講座の有り方については、皆さまのご意見にそえるように検討してまいります。ま
た、今年度は各地区研修会の中に「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座」を取り入れたプログラムを検討
中の地区もあります。全国各地で開催できるよう検討してまいります。

３

あそびにきてね！おもちゃ図書館
～みんなちがってみんないい♪ その 2 ～

特集

昨年度「トイ・ポスト 104 号」で、いろいろな形態のおもち
ゃ図書館をタイプ別にご紹介させていただき「おもちゃ図
書館の説明をするのにわかりやい」というお声をいただきま
した。もっとおもちゃ図書館を知りたい！知っていただきた
い！と「タイプ別第 2 弾」企画いたしました。

【一覧表】①設立の経緯 ②運営の中心
③開館日・時間 ④利用者・ボランティアの数
⑤活動の中で大切にしていること ⑥悩み
⑦利用者・ボランティアからのメッセージ

☆子育て支援カーで町内を移動☆

②

中士幌児童ステーションは「軒先から軒先まで」をモットーに、就学前の子育て家庭の支援を目的にした子育
て支援カーを開発しました。平成 12 年、完成と同時に有珠山が噴火し、支援カーの最初の仕事が有珠山被災
地の子どもたちの支援活動でした。その時の支援ボランティアが「ぱん・ぱん・ぱんぷきん」の母体です。
その後、子育て支援カーを使った町内各地の在宅育児支援活動のサポーターとして、活動を開始しました。
子育て支援カーを使った在宅育児支援活動「かぼちゃの日」と「あそびの宅急便」を実施するうちに、外に出る
機会の少ない障害児家庭よりの育児支援の要請が増え、今後の事業の発展を考えたとき、独立した「おもちゃ
の図書館」の必要性を痛感し、平成 15 年、開設するにいたりました。
こどもの総合施設「中士幌児童ステーション」(保育園・子育て支援センター・児童センター・移動児童館)

③

開館日

④

利用者数 1 回 5 組～6 組(10～12 名)

⑤

おもちゃ図書館を介して人との触れ合いを大事にしています。

⑥

まだまだおもちゃの数が不足しています。

⑦

おもちゃ図書館を介しての人の輪の広がりが嬉しいです。

①

1 か月

4～5 回

開館時間 1 回につき 4 時間
ボランティア数 8 名

☆多世代交流を楽しんで☆
①

平成 4 年 11 月 12 日開設
・障がいの有る無しにかかわらず、いろいろな個性があることを遊びを通して学んでもらう場であり、
多世代交流によって、お年寄りとのふれあいを通し高齢者を敬う心を育てる場として開設。

②

施設職員（おもちゃ図書館担当 1 名）とボランティアさん

③
④

開館日 1 か月につき 31 日 年中無休
開館時間 朝から夜まで
利用者：約 2800 人（平成 23 年度 1 年間）

⑤

高齢者と子どもと保護者の多世代での交流・活動を皆が笑顔で楽しめるよう心掛けています。

⑥

・地域の利用者が少ないこと
・高齢者との交流会を増やすこと
・これからどのような活動をし
たらよいのか思案中です
いつも楽しく参加しています。
子ども達もかわいくこんな場所が昔からあればよかったのにと思います。
（ぽれぽれ（子育てサークル）に参加されたお年寄りより）

⑦

ボランティア：１０名前後

４

☆土曜日にはカフェを併設☆
①

②
③

④

15 年ほど前から障がいのある子の放課後クラブを運営。７年ほど前に、より地域に根ざし、活動
の幅を広げるためにＮＰＯ法人格を取得。放課後クラブ在籍の有無を問わない余暇活動事業や就
労施設立ち上げの準備事業を展開。2011．11～障がいのある子たちが安心して過ごせる場所、そ
の親たちの情報交換の場として放課後クラブ学童室の空いている時間におもちゃ図書館をはじめ
ました。
ＮＰＯ法人なかよし（障がいのある子を育てている保護者）
開館日
1 か月
１～２ 回（毎月第二水曜、不定期土曜）
開館時間 1 回につき
３ ～５
時間
団地内にある放課後クラブの学童室の使用していない時間を利用。土曜日はカフェスペースを併
設し、特別支援学校高等部以上の障がい児者の実習の受け入れを行い、接客や販売、おもちゃの
消毒などの作業をしています。
利用者３～８組/回
ボランティア２、３人/回

⑤

地域に広く開放したいため、利用に障がいの有無は問いません。ただ『障がいのある子が安心し
て過ごせる場所』のコンセプトを説明し、理解をしていただいています。

⑥

開館日を増やして欲しい、という声や、就園するとなかなか行けなくなるという声を聞き、開館
日や時間を増やしたいと思いつつもスケジュール的になかなか応えることができません。
来年度は、おもちゃ図書館が常設できる就労施設を立ち上げる予定。気軽に足を運ぶことができ
る、より地域に根ざしたおもちゃ図書館になるようにスタッフ一同頑張っていきます。

⑦

☆まちづくり協議会発足へ☆
①

②
③
④
⑤
⑥

⑦

2001 年秋 ：芳原公民館運営委員会メンバーを中心に「おもちゃ図書館をつくろう会」を発足する
2001 年 12 月：「発達を促す手作り玩具・教具百選展」を開催。
地元住民は共催申請をもらうために放送局や新聞社を奔走。住民が多く関わる。
2002 年 4 月：芳原公民館ホール 120 ㎡に「春野おもちゃ図書館」がオープン。
2003 年
：芳原まちづくり協議会発足へとつながる。
ボランティア（世話人）は地元芳原地区在住者 4 名。
運営委員会は芳原まちづくり協議会委員 14 名と世話人代表 1 名。
開館日 1 か月 ４～５回（土曜日） 開館時間 1 回につき 4 時間（10 時～12 時・13 時～15 時）
障害児の希望があれば９～10 時も可 団体の臨時利用は随時相談で。
利用者数は 10 年間（2002，４～2011．３）に 24,342 名。1 日平均 45.８名（子どものみでは平均 25 名）
ボランティア数は、毎週土曜日が３～４名。随時開館日が 2 名。
子どもを「どう育てるか」ではなく「どう育つか」を考え、楽しみながらおもちゃや子ども達と接しています。
芳原まちづくり協議会の課題にもしていますが、おもちゃの図書館を中心に位置づけた公立の「子ども美
術館」を芳原地区内につくろうと考えている。今年 4 月にオープンしたおもちゃ図書館の別館「大人のため
の展示室」と「芳原歴史と子どもの杜」の運営も・・・。
・家では見られない子どもの行動に驚かされっぱなしだった。またアイデア豊富なおもちゃに関心した
・大人も子どもも楽しめる、まるでディズニーランドを思わせるような夢のある空間だった。
あんなに楽しそうな子どもの笑顔を見たのも久しぶり。

５

～東日本大震災 支援活動プロジェクト～
さくら通りだより
おもちゃ図書館

第９号

２０１２/６/５ 発行

仲間の皆様へ

おもちゃの図書館全国連絡会
震災の支援活動も 2 年目に入りました。被災地での子ども達の遊ぶ場所、障がいのある子ども達も
安心して過ごせる場所づくりのお手伝いができるよう、連絡会では継続して支援活動に取り組んでいき
たいと思います。今年度も引き続き、支援活動へのご協力よろしくお願いいたします。

１ 支援の内容について ≪大きく二つの支援を柱とします≫
Ⅰ 被災地域のおもちゃ図書館への復興支援・新規開設支援
Ⅱ 被災地域において障がいのある子ども達も安心して遊べる場所作り（移動おもちゃ図書館開催）
２ 支援金について
＊皆様からの支援金
３

6 月 1 日現在

合計 241 件

3,379,289 円

活動報告
①4 月 29 日（日）南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館開催（塩尻おもちゃ図書館）
②5 月 5 日（祝） 南三陸さんさん商店街にて「おもちゃ広場」開催
日本おもちゃ図書館財団、おもちゃの図書館全国連絡会共催で、子どもの日の
イベントに合わせておもちゃ広場を開催しました。（ボランティア１４名参加）
おもちゃ広場では、おもちゃ遊びのほか手作り工作、折り紙、じゃんけん大会、
World PlayDay など、子ども達と楽しい一日を過ごしました。
③6 月 1 日（金）福島市笹谷保育所・県立聾学校福島分校にて移動おもちゃ図書館
２日（土）福島県立盲学校 小学部わくわくフェスタ参加

5 月 5 日・おもちゃ広場

5 月 5 日・子ども達でいっぱい

４

6 月 1 日 福島市笹谷保育所
子ども達から歌のプレゼント

今後の予定
①6 月 24 日（日）南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館開催
②7 月 25 日（水）福島市

聾学校サマースクールにて
移動おもちゃ図書館開催

③7 月 29 日（日）南三陸町福興市にて移動おもちゃ図書館開催
6月2日

盲学校・わくわくフェスタ

【震災支援金の口座】

お願い

＊被災地域等や避難先で移動おもちゃ図書館を開
いた、または開こうとするところは事務局へご連
絡下さい。
トイ・ポストで紹介、また使用するおもちゃやお
土産用おもちゃなどの用意があります。

６

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店
(口座番号) ００７７７３５
（口座名）
おもちゃの図書館全国連絡会
代表 小泉康代 災害支援口

ＮＯ．７００ 舞鶴市おもちゃ図書館 （京都府舞鶴市）
京都府北部に位置する舞鶴市は、冬には雪が降り、年間を通して雨も
よく降るところです。子どものいる家庭からは、「天気の悪い日でも、安心し
て遊べる場所がほしい」という声がたくさんありました。平成 22 年 8 月、舞
鶴市立西乳児保育所内に「舞鶴市おもちゃ図書館」がオープンしました。
月～土曜は保育所ですが、毎週日曜は、おもちゃ図書館に大変身！木の
ぬくもりや音、手触りを楽しめる約５００点のおもちゃたちが、子どもたちを
待っています。
親と子が一緒に遊んだり、子どもがおもちゃで遊ぶ様子を見守りながら、
保護者同士がおしゃべりしたり・・・たくさんの笑顔が生まれています。これ
からもおもちゃと子どもたちがつながり、居心地のよい場所になればと願っています。
（舞鶴市おもちゃ図書館 迫田智浩）

ＮＯ．７０１ 和歌山おもちゃ図書館（和歌山県和歌山市）
和歌山おもちゃ図書館は、和歌山市社会福祉協議会が運営主体
となって、昨年の 6 月に開設し、毎月第 4 土曜日午前中に開館して
います。開館のきっかけは、本協議会の地域福祉を推進することを
目的とした調査で「障がい児とその親」が気軽に集える居場所が求め
られていたことでした。開館してからこの 1 年を振り返ると、平均 7 人
程度の利用者が見られ登録者数も増加しており、保護者には評価い
ただけているものと思っていますが、今後より多くの障がい児に利用
してもらうためにも、情報提供や行政・福祉団体への働きかけなど社
会福祉協議会の強みを生かすとともに、ボランティアの一層の増加と保護者の自主的な参加を促し、使いやすく
魅力のある図書館にしていきたいと考えています。 （和歌山おもちゃ図書館 市橋幸士）

相談日：毎週木曜日
時 間：午後１時～５時
相談員：松原ミチ・岸節子
TEL:０３-３２７２-００７２

昨年に引き続き毎週木曜日の午後、相談員が交代で事務所にいます。それ以外の時間は事務局員がお
聞きします。では、よくあるご相談からひとつ。
「お勧めの研修会はないでしょうか。先生も含めて紹介して下さい」
よくある悩みですね。担当者のお気持ち、お察しします。どんな内容でも勉強になると思うから何か
提案して欲しいということでしょうが、いざ提案されてもピンとこない場合があるようです。これには、
文書総会資料がお役に立つと思います。まずは仲間たちと一緒に、そこに載っている前年度の各地の研
修会や分科会、またミニ学習会やＴＯＹらいぶらりあん養成講座などの題名を眺めて、「自分たち」の
心に引っかかるものをいくつか絞ってみませんか。そのままでも、アレンジするにしても、連絡会は予
算や講師など具体的な提案ができると思います。研修会はいつもの仲間の共通理解・連帯を深めたいと
きにもいいですね。過去のより細かい記録やミニ学習会の助成金申請などについてもお問い合わせ下さ
い。

７

インフォメーション

☆第２１回 全国ボランティアフェスティバル みえ
■日程：201２年９月２９日（土）・３０日（日）
■会場：メイン会場

三重県総合文化センター

分科会会場

津市内・伊勢市内

■主催：第 2１回全国ボランティアフェスティバルみえ推進委員会
三重県社会福祉協議会

「広がれボランティアの輪」連絡会議

全国社会福祉協議会

☆平成２４年度子育て支援者向け研修事業・大規模研修会 （予定）
開催地区

開催場所・会場

開催日

東北

宮城県・石巻市

石巻特別支援学校

2012 年

7 月 28 日（土）

北海道

北海道・札幌市

札幌市社会福祉総合センター

〃

９月 30 日（日）

近畿

大阪府・大阪市

ＣＩＶＩ新大阪研修センター

〃

10 月 28 日（日）

九州・沖縄

福岡県・大野城市

大野城市総合福祉センター

〃

11 月 11 日（日）

中国・四国

愛媛県・西条市

西条市総合福祉センター

2013 年

１月 27 日（日）

※各地の研修会の詳細については、決定次第お知らせいたします。皆様のご参加お待ちしています。

☆宮城県石巻市＆南三陸町福興市バスツアー 参加者募集中！
■日程：2012 年 7 月 29 日（日）

９：３０～16：００

■コース：石巻グランドホテル→石巻市内被災地域経由→南三陸町福興市見学→仙台駅 16:00 着解散
■参加費：バス代無料

宿泊費は各自負担

■定員：５０名

（先着順）

■対象者：おもちゃ図書館のボランティアならびに運営にかかわる方等

■問い合わせは全国連絡会へ

新入会員のご紹介
≪NO.７１０≫ 宮城県

おもちゃ図書館ずんだっこ

☆寄付金ありがとうございました。（敬称略・順不同）
石川玩具㈱会長齋藤友宏 結サポートセンター 小泉康代 松原ミチ 柳順子 鈴木訪子 匿名

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同）
柳順子 川上昭子 齋藤勝子 松原ミチ 川合宗次 山本文子 井上ミヤコ 成田道子
千葉栄三
米子おもちゃ図書館 おもちゃ図書館でんでんむし おもちゃライブラリーはっぴーザウルス
手をつなぐとなみ野

☆震災支援金をいただきました（敬称略・順不同）
ひかりおもちゃ図書館

大田おもちゃ図書館ピオピオ

淀川区おもちゃ図書館

匿名

☆震災支援におもちゃ（手作りおもちゃを含む）をいただきました（敬称略・順不同）
佐倉おもちゃ図書館 高知おもちゃ図書館はとぽっぽ 戸塚児童センターあすぱる
山田雅彦 マテルインターナショナル 滋賀県立伊吹高校

猪俣健一

＜編集後記＞
平成２４年度の文書総会では意見開陳書、ならびに活動状況報告やアンケート、またトイ・ポストへの
感想等多数お寄せいただきありがとうございました。皆様からのお声を活動に活かすことのできるよう、
世話人ならびに事務局一同力を合わせていきたいと思います。
全国連絡会も来年度は発足から 30 年を迎えます。毎年、新しいおもちゃ図書館が誕生する一方、長年
活動を重ねる各おもちゃ図書館においては、継続への課題等も様々浮かび上がってくることかと思いま
す。全国連絡会、そしてトイ・ポストは、全国各地で活動している皆さんを繋ぎ、共通の課題を見つめた
り、また楽しさ、嬉しさを共に分かち合ったり・・・・そんな役割が果たせるよう今年も皆さまからのご
報告やお便りをたくさん伝えていきたいと思います。 皆様からの「おもちゃ図書館自慢（？）」をお待
ちしています！ （岸・隅田）

８

