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今年の「第 21回全国ボランティアフェスティバルみえ」は、9月 29日（土）、30日（日）に開催さ

れました。おもちゃの図書館全国連絡会では、メイン会場での「おもちゃ広場」と分科会「笑顔をつな

ぐおもちゃ図書館～おもちゃ図書館の“イクメン”（父親の気持ち）」を開催いたしました。 

 おもちゃ図書館に関わる方々の多くは女性ですが、その中でも積極的に活動に関わる男性たちがいま

す。今回の分科会では、基調講演の渡辺顕一郎教授（日本福祉大）から事例報告の方々まで、全員が男

性というメンバーで構成いたしました。 

三重県からは菰野おもちゃ図書館ハッピーの近藤恭弘さん、鳥羽おもちゃ図書館どんぐりの金子直由

さん、そして被災地宮城県の志津川おもちゃ図書館いそひよからは鈴木清美さん、とそれぞれの方から

活動事例を発表していただきました。いずれも、おもちゃ図書館の活動から発展し、さまざまな活動に

つながっている点が共通していました。しかし、その仲間としては、やはり母親の方々がしっかりサポ

ートされていることもわかりました。また当日は、台風の影響でプログラムも変更され、早めに散会と

なってしまったのが残念でした。開催にあたり、三重県のおもちゃの図書館の皆さま、いろいろとあり

がとうございました。           （おもちゃの図書館全国連絡会 事務局長 浅野芳明） 

 

 
 

 

  

「三重からみえる未来の絆」今回の全国ボ

ランティアフェスティバルの大会テーマ。

私は開催県のおもちゃ図書館関係者として

この地から未来の絆を作ることができれば

という想いを持ってこの大会に参加をしま

した。2日目の分科会ではおもちゃ図書館

に関わる父親の気持ちを考えながら、これ

までの菰野おもちゃ図書館ハッピーの活動

報告をさせていただきました。発表させて

いただくにあたり事前に「どんな話をしよ

うか？」と考えました。考えていく中で、

おもちゃ図書館を作ろうと決意した時から

現在まで多くの方々のお力でここまで来る

ことができたことに気がつき感謝の気持ち

でいっぱいになりました。そしておもちゃ

図書館を作ろうと決意した時から「未来の

絆」は始まっていることに気がつきました。

今後もこの「絆」を大切に活動を続けてい

きたいと思います。 

（東海北陸地方世話人 近藤恭弘） 

【おもちゃ広場開催！】 

＜分科会５＞ 笑顔をつなぐおもちゃ図書館  
～おもちゃ図書館のイクメン（父親の気持ち）～ 

会場：三重県津市ホテルグリーンパーク津 

*講 演  講師 ：渡辺顕一郎氏 

日本福祉大学 子ども発達学部子ども発達学科教授 

*シンポジウム イクメン集合 「活動報告」 
発表者 鈴木清美氏（志津川町おもちゃ図書館いそひよ） 

近藤恭弘氏（菰野おもちゃ図書館ハッピー） 

金子直由氏 (鳥羽おもちゃ図書館どんぐり) 

 

 

 

 

 

☆財団法人日本おもちゃ
図書館財団と共催で、おも
ちゃ広場を開催しました
☆ 
 

マットなど津市内のおもち

ゃ図書館コアラさんにご協

力いただきました。 
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 平成 24年度財団法人こども未来財団子育て支援者向け研修事業 
 

     

                     主催：財団法人こども未来財団・おもちゃの図書館全国連絡会 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師の加藤法子氏 

今年は札幌市での開催となり、釧路・稚内・北見・函館など遠くからも多くの
皆さんに集まっていただきました。さらに、おもちゃ図書館の仲間のほかに東
川町の子育て支援センターで活動されている方、布おもちゃを作っているグル
ープの方なども参加され互いに情報交換と交流を深めることができました。講
演は、厚別おもちゃ図書館がお付き合いをさせていただいている障がい者施設
の施設長加藤さんから「重い障がいをもつ家族の実態」についてお話しをして
いただきました。午後の第 1分科会ではフリートーク形式で各館の活動の実態
などを、第 2分科会ではタオル地でしろくまさを手作り、第 3分科会ではいろ
いろな遊び方を教えていただきました。貴重な研修会の 1日となりました。 

（北海道地方世話人 嶋田修） 

第 2 分科会の「音楽あそび」 

講演の滝澤久美子先生には、現在の若い世代の子育て事情を話していただき、
おもちゃ図書館ならではの役割として、地域のボランティアと子供の成長を一
緒に喜んでいけることに意義があり、おもちゃ図書館が親子の居場所として求
められていることが再確認できました。  
第 1分科会では「人は人との関わりの中でしか人になれないことや、どんな障
害があっても成長・発達の可能性があることを周りが理解し、自分に自信が持
てるようにサポートすることが大切」ということをパネリストの先生方から学
びました。第 2分科会では、絵本から発展させる音楽あそびや、パラバルーン
やプレイゴムや身近なものを使ったアイデアあふれる遊びを、子ども達もまじ
えて、参加者も童心にかえって、楽しむことができました。 
              （おもちゃ図書館なかよし文庫 神崎真理子） 
 

日時：平成２４年１１月１１日（日）１０時～１５時３０分      ≪参加者 ８５名≫ 

会場：大野城市総合福祉センター 

 

 講座Ⅰ「おもちゃ図書館の歴史と意義」講師：元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副所長 鈴木廣子氏 

 講座Ⅱ「ボランティア論」講師：東京ボランティア・市民活動センター所長  山崎美貴子氏 

 講座Ⅲ「おもちゃと遊び」講師：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 繁成剛氏 

 講座Ⅳ「障害のある子どもの発達と遊び」講師：おもちゃの図書館全国連絡会世話人副代表 峯島紀子氏 

 

日時：平成２４年１０月２８日（日）１０時～１５時         ≪参加者 ８７名≫ 

会場：ＣＩＶＩ新大阪研修センター  

講演：「家族支援とおもちゃ図書館」（横浜市社会福祉協議会障害者支援センター 

統括あんしんマネージャー 瀧澤久美子氏） 
分科会①パネルディスカッション「障がいのある子の子育てと親子の絆」 

パネリスト：山崎徳子氏（常磐会学園大学講師）小山直幸氏（大阪市立視覚特別支援学校校長）是澤ゆかり氏（ＮＰＯ法人チャイルズ代表） 

分科会②ワークショップ「親子で楽しむ音楽遊び」 講師：吉川惠子氏（大阪市立住之江特別支援学校講師） 

 

日時：平成２４年９月３０日（日）１０時～１５時         ≪参加者 ８８名≫ 

会場：札幌市社会福祉総合センター 

講演：「障害児を育てる家族の生活支援」 

（社会福祉法人楡の会きらめきの里施設長 加藤法子氏） 
分科会①おもちゃ図書館活動事例発表 発表者：町出幸子氏（さっぽろ南区オモチャライブラリー）芦野啓子氏（函館おもちゃライブラリー） 

分科会②ワークショップ「タオル地で作るしろくまさん」 指導：藤原万亀氏（手稲おもちゃ図書館） 

分科会③「おもちゃ遊びのうれしいおまけ」  講師：松原ミチ氏（おもちゃの図書館全国連絡会事務局世話人） 

 

全 4講座ありましたが、どの講座も時間が足りないくらいの内容で残念でした。
例年の研修会とは違い、ずっと座っての受講でしたので、ちょっと皆さんお疲
れだったとは思いますが、こうした内容の講座を受講する機会の少ない地方の
研修会としては良かったのではないかと思います。 
                    （九州沖縄地方世話人 森敏江） 

 
TOY らぶ(初級)修了証を持って 
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 ＮＯ．７０４ 地域活動ホームどんとこい・みなみおもちゃ文庫（神奈川県横浜市） 

私達のおもちゃ文庫は横浜市南区に 2004 年地域活動ホーム‘どん

とこい・みなみ’の開所と同時に施設内にスタートしました。‘どん
とこい… っておもしろいネーミングでしょう？ その意図すると
ころは、''障がい者またその家族のどんな悩みどんな相談にも、この
施設はどんと来い！！という気持ちで受け入れます。そして、どうし
たら解決できるか、一緒に考え、また地域で障がい者とその家族を支

えていきます。''ということを宣言しているのです。そんな頼りがい
のある施設の一番日当たりのよい、みなみっこルームという２０畳程
の部屋におもちゃ文庫はあります。外には小さな砂場もあり夏にはそ
こに大きなビニールプールを設置し水遊びもできます。地域に支えら
れている施設なので近隣の親子さんが、障がいあるなしにかかわらず多く遊びにきて自然な形で交流していま
す。     （どんとこい・みなみ おもちゃ文庫 田中美樹） 

 
ＮＯ．７０５ 美浦村おもちゃ図書館なかよし（茨城県稲敷郡美浦村）  
 

 子どもとその家族を対象に、男女・障害の有無にかかわらず、たくさんのおも
ちゃに囲まれて遊ぶことの出来る場所を提供することを目的として、村の社会福祉
協議会が中心となり、「美浦村おもちゃ図書館なかよし」がオープンしたのが平成
２３年の１０月。毎月第２／４土曜日の午前中に地域の福祉センターで開催してい
ます。開催からまだ日は浅いですが、徐々にクチコミで利用者が増え、開館 1年で
登録者数は５０人を超えました。「子どもがどんなおもちゃに興味があるかわかる
ため、非常にありがたい」と好評で、先日は 1日に２０人のお子さんが訪れ、ボラ
ンティアも嬉しい悲鳴をあげています。 
子どもの健全な発達のためには、どんなおもちゃ・どんな遊びが望ましいのかス

タッフも日々勉強しながら、地域の子育て支援の場として、活動を続けています。                                                
（美浦村おもちゃ図書館「なかよし」 鈴木 廣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆来年は、「おもちゃの図書館全国連絡会設立３０周年記念第４回おもちゃの図書館アジア会議」

が開催されます☆  皆様是非ご参加ください。アジアの仲間たちと楽しく、親しく交流をしましょ

う！！ 

 テーマ  あそびは生きる力     Play・Empowerment・Life 

会議日程：平成 25 年 6 月 13 日（木）～15 日（土）  
 参加費：３日間通し 10,000 円（おもちゃの図書館全国連絡会 会員 9,000円） 

 ６月１３日  講演・カントリーレポート  1,500円  ウェルカムディナー 5,000円 ６月１４日  スタディツアー 3,500円 

プログラム： 

2013年 午  前 午  後 夕 方 

6月 13日 

場所：国立オリンピック記

念青少年総合センター 

10:00～開会式 

     基調説明 

     講演Ⅰ 

      

13：30～講演Ⅱ 

14：15～カントリー・レポート 

韓国・マレーシア・シンガポール・ 

香港・台湾・インド・ブルネイ・日本 

18：30～ 

ウェルカム 

ディナー 

おもちゃ展        

6月 14日 9：00～スタディーツアー&東京おもちゃショー2013見学 

都内 2 カ所見学、    場所：東京ビッグサイト 

 

おもちゃ展    場所：国立オリンピック記念青少年総合センター 

6月 15日 

場所：国立オリンピック記

念青少年総合センター 

10:00～閉会式 

10:30～ワールド・プレイ・デイ（あそびのコーナー、おもちゃ広場など） 

14:00 終了   

 

お茶席  

おもちゃ展 

 

    

        ６月１５日 無料 
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☆おもちゃ図書館 府中おもちゃと遊ぶ会☆   
  事業名：「おもちゃ図書館府中おもちゃと遊ぶ会 30 周年記念イベント」 

  日時：2012 年 10 月 6 日（土）  

参加者：子ども 41 名 大人 57 名 ボランティア 10 名 

≪感想≫当日はいつもより広い会場で遊ぶ子供達の笑顔に、やって良かった

と心から思いました。永い間支えてくれた「手づくりおもちゃの会」の全作

品も展示し来訪者に見て頂きました。お化けトンネルやフーセン遊びなど楽

しい時間はアッと言う間に過ぎてしまいます。心のこもった手作りのお土産

もとても喜んで貰えました続けて来て良かった！ボランティアは皆、高齢と

なりましたが子供達の笑顔から元気を貰っています。（竹内たえ子） 

 

☆富士吉田市おもちゃ図書館☆  
  事業名：ディズニーランドへのバスハイク 

  日時：2012 年 11 月 3 日（土）   参加者：40 名 

≪感想≫11 月 3 日天候にも恵まれ恒例のディズニーランドへ行きました。

小学生から社会に出た仲間たちとその家族 40 名が集まり、待望のアトラ

クションに歓声を上げ、美しいイルミネーションに心和まされ、楽しい 1

日を過ごしました。平日参加できない家族も親子ともに交流を深めること

ができました。これからも大人も子供も楽しめる活動を計画していきたい

と思っています。（おもちゃ図書館たんぽぽ 湯山さち代） 

  

 

☆花巻たんぽぽおもちゃ図書館☆  
  事業名：たんぽぽおもちゃＣＡＮ「秋のバス遠足」（岩手サファリパーク） 

  日時：2012 年１０月７日（日）   参加者：４３名 

≪感想≫ほとんどの参加者は初めての場所でしたが、お天気にも恵まれ、おかげさま

で楽しく行って来ることが出来ました。間近で野生動物を見ることができたのはもち

ろん、象さんにも乗ることができ、大人も子どもも、みんな大喜びでした。また、日

頃ゆっくりお話しする機会が少ないスタッフや保護者との交流の場にもなりました。

貴重な機会をありがとうございました。（牛崎恵理子） 

レジャーライブラリー活動は、成人になった障がいのある人が充実した余暇活動を過ごすために、従

来のおもちゃ図書館の活動とは異なったプログラムが必要であるとの考えで始まりました。特にイギリ

スでの活動は盛んですが、その内容は、スポーツ・コンピューターゲーム・陶芸・芸術活動・音楽活動

などと様々なプログラムが用意されています。またボランティアだけではなく、専門家や地方自治体な

ども巻き込むことで、障がいのある若者達が同世代の仲間達と交流を得られ、地域社会とのつながりを

図ることができるなど高い評価を得ています。 

おもちゃの図書館全国連絡会では、おもちゃ図書館の運営充実と活性化を図るとともに、子どもの遊

びが潤いのある豊かなものとなることを目的として、財団法人日本おもちゃ図書館財団の助成金によ

る、「山科直治記念レジャー活動支援事業」に協力しています。今年度、レジャー活動支援事業の助成

を受けた 16 団体のうち 7 団体の活動紹介、ならびに「レジャー活動」の意義について特集します。 

 

 

レジャーライブラリーって？ 内容やその意味合いは？ 



 ５ 

 ☆苫小牧おもちゃライブラリー☆  

  事業名：屋外交流会（いちご狩り） 日時：2012 年６月３０日（日） 参加者：５４名 

≪感想≫創立以来 30 年、開館記念の日に屋外交流会を行ってきました。子ども達を遊ばせることは大変難し

く、ゲームやすいか割り、いろいろ工夫しましたがなかなか盛り上がらず、バスを使って遠くへ水族館、遊園

地、動物園と毎年毎年、担当者は頭を悩ませております。今年は今までに行ったことのない「いちご狩り」を

実施しました。雨天でも入れるところがありほっとしました。参加者もバス 1 台にいっぱい、補助席を使うほ

ど。大変好評のうちに終わることができました。（吉村美津子） 

 
☆つやまおもちゃ図書館☆  
  事業名：ふれあい一日旅行（おもちゃ村）日時：2012 年１０月２０日（土）参加者：２５名 

≪感想≫いままで何回もやってきたふれあい旅行ですが、今回資金の支援を受け、製作ボランティアも一緒に

でかけることができました。子どもの数は少なかったのですが、皆楽しんで過ごし、更におもちゃ図書館ＯＢ

の人達もからくりおもちゃ等を喜んでくれました。台風で土曜日に延期になり行けなくなった人もありました

ので、次はぜひみんな誘いたいと思います。（福田恵子） 

 

☆名取おもちゃ図書館ドロップス☆  
  事業名：ドロップス思いっきり水遊び（スパッシュランド白石） 

  日時：2012 年８月６日（月）   参加者：３８名 

≪感想≫いつも利用していた市民プールは昨年の震災で、津波被害に遭いこれ

からも利用は出来なくなりましたが、助成を頂き、室内プールの施設で、１対

１のボランティアを付けて実施できました。プールは皆大好きだし、学生ボラ

さんも大好きなメンバーは本当に楽しんでいました。また、学生ボラさんにも

「勉強になります」と、うれしいお言葉も頂きました。また頑張って皆で行き

たいと思います。（内田広美） 

 

☆堺おもちゃ図書館ぽっぽ☆  
  事業名：堺浜サッカーツアー  

日時：2012 年 10 月 27 日（日） 参加者：６９名 

≪感想≫広いサッカー場で走ったり、めいっぱい体を動かすことができました。 

集団の中でルールを守って行動することが難しい子ども達がサッカーを通じて、友

達と遊ぶ楽しさを知ることができました。また兄弟児にとっては、日頃障がい児が

中心になってしまう遊びが多い中、生き生きと遊べたのは貴重でした。一般の高校

生をボランティアに招いたことで障がい児とその家族への理解と、ボランティア活

動の啓発にもつながったと思います。（松田宜子） 

 

≪寄稿≫ 障がいのある人にとって余暇活動は        

                                 おもちゃの図書館全国連絡会 東海北陸地区世話人 

                          名古屋中村おもちゃ図書館       高村 豊 

 

子どもたちの遊び時間を充実させようと「おもちゃ図書館活動」は進められてきました。おもちゃ遊び

を卒業していく成長した青年たちの生活はどんな実情でしょうか。テレビ漬けなのでしょうか。レジャー

ライブラリーも、おもちゃ図書館と同じように共有する「時間」と「人」「物」が用意されなければなり

ません。家庭単位では取り組みにくい内容、自立を促し、日常生活を充実させるスキルが身につく体験を

いっぱい取り組んで欲しいですね。私自身は、おもちゃ図書館から発展して、水泳、車いすダンスで支援

をしてきましたが参加する人達の表情が明るくなるという変化が見られました。大人になっても地域で充

実した余暇活動に参加できる「環境作り」でもあるんです。ボッチャなど障がいの重い人も取り組めるス

ポーツもいくつか盛んになりつつあります。芸術面で

は、アクティブなダンスや合唱もひきこもりがちな青

年たちを大きく変えています。一人一人の可能性を広

げる活動が、障がい者の社会自立に結びつくはずです。

そこには、Peer  support（ピアサポート）対等な仲

間の存在が不可欠だと思います。レスパイト以上の意

義がレジャーライブラリーにはあります。 



 ６ 

 

 

 

 

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  １１月９日現在 合計 2５1 件 3,551,986 円 

    ＊共同募金会より活動支援金  3,000,000 円 

     

３ 活動報告 

 ☆宮城県・岩手県での移動おもちゃ図書館 

① 9 月３０日（日）南三陸町福興市参加（めだかおもちゃ図書館） 

   ②10 月 28 日（日）南三陸町福興市参加 

   ③10 月１０日～19 日 岩手県陸前高田市他 4 市 2 町 1 村 

（中士幌おもちゃ図書館ぱんぷきん「ぱんぷきん号」にて） 

④11 月 ３日（土）4 日（日）釜石再生産業まつり参加 

   ⑤11 月２４日（土）南三陸町福祉まつり参加 

        ２５日（日）南三陸町福興市参加 

    ⑥11 月２３日～２５日 岩手県大船渡市盛小仮設住宅他（塩尻おもちゃ図書館） 

  ☆福島市での移動おもちゃ図書館 

    ① 9 月 12 日（水） ＡＭ あづま保育園・あづま子育て支援センター 

               ＰＭ 福島県立聾学校福島分校 

    ②11 月 14 日（水） ＡＭ あいあい子育て支援センター 

               ＰＭ 福島県立盲学校体育館にて「みんな一緒にあそぼうよ!」 

                  （県北地区養護学校、特別支援学校 5 校合同） 

    

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後の予定   12 月 福島市にて移動おもちゃ図書館他  

 

【震災支援金をいただきました】（敬称略・順不同） 

  阿久澤紀雄 ＮＰＯ法人めだかふぁみりぃ 匿名 

【震災支援用として、手作りおもちゃを寄贈していただきました】 

  宗像おもちゃ図書館 障害児(者)のための布の絵本・遊具づくりボランティアグループたねの会 

      佐倉おもちゃ図書館  

 

 

 

 

 

 

11 月 福島市 5 校合同 

     

 

 子育て支援カー「ぱんぷきん号」による支援活動 

 

9 月 福島市 あづま子育て支援センター 

     

 

～東日本大震災 支援活動プロジェクト～ 

            さくら通りだより        第１１号  ２０１２/１１/２７ 発行 

 

   

         

       

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。 

【震災支援金の口座】 

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 

 



 ７ 

 

 

 

 

おもちゃの図書館全国連絡会の育ての親であります、木谷宜弘先生が 10月 13日に
逝去されました。全国社会福祉協議会のボランティア活動振興センター初代所長と
して、おもちゃの図書館活動をバックアップして下さり、全国に普及する大きな力
となって下さいました。子供が大好きで、楽しいことが大好きで、いつも前向きな
先生に、たくさんの事を教えて頂きました。特にボランティアの心、心のバリアフ
リーを皆さんの心に伝えて下さったと思います。たくさんの感謝をこめて、ゆかり
の方々に追悼の文をお寄せいただきました。心からのご冥福を申し上げます。      

（おもちゃの図書館全国連絡会世話人代表 小泉康代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

        

追悼 木谷宜弘先生 

木谷先生を偲んで 

木谷先生に最初にお目にかかったのは、新宿

おもちゃの図書館「あいじえん」を開館して間

もないころの約２７年前、東京戸山のサンライ

ズ（国立身障者センター）で開かれたセミナー

の後の懇親会でした。先生が先頭で音頭をとら

れ、参加者全員が大きな輪になって阿波踊りを

踊りました。人と人、心と心を笑顔でつなぐお

もちゃ図書館活動の楽しさに感激したこと、先

生の穏やかななんとも言えない素敵な笑顔が、

まるで昨日のことのように思い出されます。 

そして最後にお目にかかったのは昨年、東京

で開催された全国ボランティアフェスティバル

の際でした。やさしい笑顔と力強いお声で、お

もちゃ図書館の歴史とこれからのあるべき姿を

お示しくださいました。木谷先生、長い間有難

うございました。これからもどうぞ私達を見守

りお導きください。 

（ おもちゃの図書館全国連絡会 

世話人副代表 峯島紀子） 

木谷先生から学んだことを活かして 

木谷先生から徳島県上勝町の「山の学校」にいらし

っしゃいとお誘いをいただき、みんなで行こうと計画

をしていた矢先に大震災が起き、訪問が実現しないう

ちに木谷先生とお別れすることになってしまい、本当

に残念で寂しく思っています。 

 荒川おもちゃ図書館にも、何度か足を運んで下さ

り、時にはボランティア講座に飛び入りで参加しお話

と手品をしてみせてくれるなど、誰に対しても心のバ

リアをもたない気さくな先生でした。何度かの闘病生

活のなかでも、お会いするたびに、新たな取り組みに

チャレンジし青年のように熱く語る先生の姿に励ま

され、私達も頑張らなくちゃと何度も背中を押されま

した。「おもちゃ図書館の活動は、障がいのある子ど

もと地域の子ども達が、共に育ちあい心のバリアをな

くす「共育」の場であることを、ボランティア運動で

あることを忘れてはいけない」との先生のメッセージ

を大切にし、おもちゃ図書館運動を推進していきたい

と思います。   （おもちゃの図書館全国連絡会 

事務局世話人 鈴木訪子） 

 

 
木谷先生…灯台の灯が突然消えてしまったような不安と喪失感でいっぱいです。もう私達のところへは

いらっしゃらないのですね。いつもにこやかに私達に熱っぽく今のことや、少し先のことを穏やかにじ

わ～と胸にしみるように話されて下さいました。常にご自身の活動の実践を紹介されながら、おもちゃ

図書館のあるべき姿や、進むべき道を指し示してくださいました。それにもかかわらず私達はべんべん

と過ごしてしまっていたことを今になっては申し訳なく、残念に思います。おもちゃの図書館全国連絡

会も自立を迫られている今こそ、木谷先生の想いを忘れることなく前へと進んでまいりたいと思います。

どうかずっとお見守り下さい。    （おもちゃの図書館全国連絡会地区アドバイザー 清水洽子） 

平成 23年度 
全国ボランティアフェスティバル東京にて 
     木谷先生と小泉代表 

昭和 56年国際障害者年は、障がい児への関心が高まっていました。その年、三鷹にボランティアによる
おもちゃ図書館が設立され、代表の小林さんより全社協・全国ボランティア活動振興センターへ、全国運動
としておもちゃ図書館の設置促進を要請されました。当時木谷さんは初代所長として全国を飛び歩いている
毎日でしたが、国際障害者年のスローガンである「完全参加と平等」に共鳴して、おもちゃを媒体として、
子ども達に豊かな遊びと思いやりの心を育てるおもちゃ「の」図書館として普及することに決めました。 
 木谷さんは大の子ども好きでした。10月 13日に亡くなられるまで気にされていて、もっと数を増やすこ
と、青少年の活動の場をたくさん用意しなければといっておられました。 
 木谷さんの葬儀の際には、全国連絡会の代表をはじめ、世話人さんたち大勢ご参列をいただき、ボランテ
ィアで一生を捧げた木谷さんにとって、多くのボランティアさんに見送られさぞ本望だったことと思いま
す。本当にありがとうございました。心から御礼を申し上げます。 

（元 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副所長 鈴木広子） 
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新入会員のご紹介 

 ≪No.715≫ 京都府 ビハーラ京都おもちゃライブラリー  

☆寄付金ありがとうございました。（敬称略・順不同） 

  斉藤道夫  匿名 

☆賛助会費ありがとうございました（敬称略・順不同） 

  山田順子 すてっぷおもちゃライブラリー 

おもちゃ図書館活動を支えてくださる皆さまへ 

≪賛助会員のお願い≫ 
昭和 58年に組織された「おもちゃの図書館全国連絡会」の活動も３０年目を迎えました。おもちゃ図書館

がスタートした頃は、障がいのある子どもとその兄弟姉妹たちを対象にした活動でしたが、現在は障がいのあ

る子もない子も共に遊び、交流し育ち合う「場」となっております。 

子育て中の保護者の方にとっては、情報交換とホッとできる場、また先輩に相談できる場として貢献してお

ります。地域の中で、老若男女、世代を越え、障がいを越え、様々な壁を越えてホッとできる居場所として、

一人ひとりの違いを認め合い、共に生きる地域づくりをめざしております。 

つきましては、当連絡会の活動を支えてくださる賛助会員としてご支援いただきたくお願い申し上げます。また、広く

周囲の方々にも呼びかけていただきたく、お願い申し上げます。賛助会員は個人でも団体・グループでも結構です。ま

た、今まで賛助会員としてご協力頂いている方も引き続きご支援くださるよう、よろしくお願い申し上げます。 

賛助会員としてご協力いただいた方には、おもちゃの図書館全国連絡会機関紙「トイ・ポスト」を毎回 

お届けいたします。    ☆賛助会費は、一口 2,000円。何口でも結構です。 

《賛助会費振込先》  ゆうちょ銀 行：当座００１７０－５－１８１６５５ 

加 入 者 名：おもちゃの図書館全国連絡会 

 

☆おもちゃの図書館全国連絡会主催 平成 24度 TOYらいぶらりあん養成講座（初級）開催  

日時 2013年１月１９日（土）１０：００～１５：３０ 

会場 東京ボランティア市民活動センター会議室（東京都新宿区） 

内容 ①おもちゃ図書館の歴史と意義②ボランティア論③おもちゃと遊び④障がいについて 

 
☆おもちゃの図書館全国連絡会主催 平成 24度 TOYらいぶらりあん養成講座（中級）開催  
 日時：2013年 1月 19日（土）10：00～16：00  会場：アクロス荒川（東京都荒川区） 
 内容：①傾聴②子どもの発達③家族支援 
   ※要綱はＨＰからダウンロードできます。 

☆平成２４年度（財）子ども未来財団子育て支援者向け研修事業・大規模研修会  

開催地区 開催場所・会場 開催日 

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）10時～15時半 

 
平成 2４年度（財）日本おもちゃ図書館財団助成金の交付先が決定いたしました。 
 A申請 23件（4,438,100円）    B申請 38件（1,900,000円） 

 本年もたくさんのご応募をいただいた中から、同財団の審査会及び理事会において審査の結
果 A・B合わせて 61館(6,338,100円)に対しての助成が決定いたしました。 

     
 

インフォメーション   

＜編集後記＞ 
師走も近くなり、冷え込みも厳しくなってきましたが、皆様お変わりございませんでしょうか。今年も全国各

地でボランティアフェスティバル・研修会の開催、さらに昨年に引き続き、東北の支援活動が行われました。全
国の皆様のご協力に厚く御礼申し上げます。 
さてそろそろクリスマス会の準備も始まったでしょうか。クリスマス会等、ささやかな催し物の様子やお子さ

んたちの笑顔を寄せていただきたいと思っております。 
年明けには TOYらいぶらりあん養成講座も開催されます。多くの方々のご参加をお待ちしております。また、

来年６月のアジア会議の準備も進んでおります。このトイポストでも実施にむけて情報を発信してまいります。
ご意見等ございましたらぜひお寄せ下さい。少し早いですが、皆様どうぞ良いお年をお迎えください。新しい年
も皆様と一緒に「トイポスト」を作成していきたいと願っております。（安達・岸・藤井・隅田） 

 

 

 

☆事務局より冬休みのお知らせ☆ 

     12月 29日（土）～1月６日（日） 

       お休みさせていただきます。 


