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           理事会・全国世話人会が開催されました 
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   ＮＰＯ法人化今後の展望 ～繋がりを持った活動へ～                     
 
 おもちゃの図書館全国連絡会は、昨年の１１月に特定非営利活動法人（NPO 法人）格を取得

し４カ月が過ぎました。新年度にむけ、さらにおもちゃ図書館活動を支援する体制作りを進め

ていく計画です。 

具体的には、情報提供、研修、おもちゃ図書館の新規立ち上げ・活動継続支援、おもちゃの

寄贈、各地域でのネットワークの構築の支援などを計画しています。様々な計画を遂行するた

めには、これまで以上に、多様な市民・団体・企業の方々へ共感の輪を広げていくことが、と

ても重要になります。 

ぜひ、皆さまの地域でもおもちゃ図書館活動の輪を広げていただき、より多くの方におもち

ゃ図書館を知っていただけるようにご協力ください。知っていただくということは、何らかの

アクションを起こすことから始まります。例えば、今までと違う場所にチラシを置く、地域の

子育て関係、またボランティア関係の会合に顔を出す、いままで地元のボランティアセンター

に出向いたことがないなら出かけてみる・・。一つの小さなグループだけではできなかったこ

とも、他の団体やグループと繋がることで新しい何かが始まるかもしれません。各おもちゃ図

書館の良さを活かし、できることから、ぜひ始めてみてください。よろしくお願いいたします。 

  

特定非営利活動法人 

おもちゃの図書館全国連絡会               

                           事務局長  浅野 芳明 

 

 

 

  
平成 27年１月 10日（土）11日（日）と二日間にわたって、
荒川区障害者福祉センターアクロスあらかわにて「特定非営
利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会」の全国世話人会が
開催されました。全国より３０名が集まり、各地の活動報告、
研修会等の振り返り、今後の展望、おもちゃ図書館活動の活
性化や発展的な継続にむけて話し合いました。全国世話人会
に先立ち、10日午前中には、ＮＰＯ法人移行後、初めての理
事会を開催しました。理事、ならびに世話人、また事務局も
皆さんとともによりよいおもちゃ図書館活動にむけて頑張ろ
うと気持ちを新たにした二日間となりました。これからもよ
ろしくお願いいたします。 
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     おもちゃ図書館ボランティアリーダー養成講座【初級】 
 

     

       

 

 

 

 

 

                

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年１２月２３日（祝）東京国際フォーラム 

このイベントは今年 5回目となり、今年も
大変にぎやかな 1日となりました。会場では
子育てに関する様々な団体の活動を知ること
もでき、参加した私たちも大変勉強になりま
した。 
当日は布の絵本やおもちゃなど、小さなス

ペースではありますが、おもちゃを実際に手
にとって遊んでもらいました。大人気のアン
パンマンショーの合間をぬって遊びに来てく
れるお子さんもいっぱい。一日中大勢の親子
でブースはにぎわっていました。 

 
 

子育て応援とうきょう会議主催のイベントです！ 
この日は６３００名を超える来場者がありました。 

TOYらいぶらりあん養成講座（初級） 
日時：２０１５年１月２４日（土） 

１０：００～１５：３０ 

 会場：専修学校朋友柔道整復専門学校 

 参加者：３６名 

≪講座内容≫ 

講座Ⅰ おもちゃ図書館の歴史と意義 

                 小泉康代氏 

講座Ⅱ ボランティア論    河村暁子氏 

講座Ⅲ 障害のある子の遊びとおもちゃ     

                  繁成剛氏 

講座Ⅳ 障害の    
 
              

講座Ⅱ 河村暁子氏 修了証授与！ 

【初級に参加して】 
私は、母に勧められて、この TOYらいぶらりあん養成講座に参加しました。母は、私が幼いころからお

もちゃ図書館でボランティア活動をしており、私も遊ばせていただきながら、ずっと母がボランティアを
している姿を見てきました。私はこのおもちゃ図書館と共に成長してきたのですが、この講座で、これか
らはボランティアをする側としてどのように関わっていけば良いのか、深く考えることができました。 
特に、講座の中で、次世代ボランティアの育成が大きな課題として挙げられていましたが、私は、ボラ

ンティアとは何か、若者が学べる機会をもっと増やしていくべきだと思いました。 
私は、ボランティア活動は人と人との様々な出会いを通して、自分が大きく成長できる素晴らしいもの

であると考えています。 
 これからは、今回学んだことを活かし、少しでも子供達の笑顔が増えるようにボランティア活動をしてい
きたいと思います。そして、ボランティア活動の素晴らしさがより多くの若者に伝わると良いです。                     
                        浦和トイライブラリーおもちゃ箱 稲葉玲美（高３） 

 

 

 

 

平成２３年度にスタートした「ＴＯＹらいぶらりあん養成講座【初級】」講座が東京にて実施され
ました。ＴＯＹらいぶらりあんは、図書館でいう司書のような役割と考えていますが、決して専門家
育成が目的ではなく、おもちゃ図書館は誰でも参加できる「ボランティア活動」であり、その活動を
より良いものへとリードする「ボランティアリーダー」の役割を担っていただきたいという思いを込
めています。 
 障がいのあるお子さんの支援を長く積み上げてきたおもちゃ図書館だからこその内容になってお
り、回を重ねるごとに内容も充実してきています。おもちゃ図書館ボランティアの方のみならず、広
く子育て支援活動などにも役立つ内容となっていますので、今後も多くの方々の参加をお待ちしてお
ります。 
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 一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」は、おもちゃ図書館の

運営充実と活性化をはかるとともに、子どもの遊びが潤いのある豊かなものになることを目的として実施さ

れています。 

  対象は、おもちゃの図書館全国連絡会の会員、対象事業は①文化活動（観劇、観賞会、料理教室、音楽教

室、コンサート等）②スポーツ活動（スポーツ教室、スポーツ観戦、旅行、遠足等）③レジャー活動（お楽

しみ会、クリスマス会、誕生日会、謝恩会等）となっています。 

平成 26年度は、１６館が助成を受けました。 

   

☆ デフパペットシアターひとみ公演＆聾の役者講演会  

                      大田おもちゃらいぶらりーじゃりかふぇ（東京都大田区） 
 

去る 2月 7日、デフパペットシアター   

ひとみの人形劇公演を開催しました。 

「デフパペットシアターひとみ」とは、

聾者と聴者が共に作る人形劇団であ

り、からくり・手話・お囃子・演芸等

を多用した人形劇を演じ、聾 盲 知的

などどんな障害があっても楽しめる

作品作りをしています。 

演目は  厚生労働省推薦文化財指定

作品である【一寸法師】。後半は  聾の役者が今までの人生や劇団について語る講演会【夢を叶えた

障害者たち】 

日本おもちゃ図書館財団の助成金をいただき、障害児未就学児は無料招待できました。沢山の障害者

や障害児親子が来場し、人形劇はもちろん、役者との手話での交流を楽しみ、沢山の子どもの笑顔が

見れました！また当日の様子は地元のテレビ番組でも取り上げられました。 

（大田おもちゃライブラリーじゃりかふぇ 太田明代） 

  

☆養護学校の生徒との交流会および他団体との交流会 
おもちゃ図書館のおがた（福岡県直方市） 

 
おもちゃ図書館のおがたは、開館して

今年で７年になります。平成２６年度

のレジャー活動支援金を受けまして、

クリスマス会と直方養護学校との交流

会の２つの活動を行いました。今回は

クリスマス会の報告をさせていただき

ます。 

２０１４年１２月６日に直方なずな重

症心身障がい児（者）を守る会と協力してクリスマス会を開催しました。ゲストの方をお呼びして、ギ

ターを弾いてもらったり、切り絵などをしていただき、みんなで遊んだり、歌ったりして、時間を忘れ

てみんなで楽しんでいると、あっという間に時間が過ぎていきました。最後には、サンタさんからプレ

ゼントをもらって、子どもたちも嬉しそうに笑顔で帰っていきました。 

 参加してくれた人からまた来年もしたいという嬉しい言葉をいただけたので、来年度もみんなが笑顔に

なれるような活動を続けていきたいと思います。助成ありがとうございました。 

                     （おもちゃ図書館のおがたスタッフ会会長 草原 祐雄） 

 

    ※平成 27年度「山科直治記念 文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」 募集開始しています！ 

（締切 平成 27年 5月 25日） 
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    おもちゃ図書館を支える職員さん 
～ボランティア活動を支える力強い味方～ 

おもちゃ図書館は主にボランティアによって運営されています。その形態はさまざまで、すべてボランティ
アグループが運営する館もあれば、行政や社協、施設の事業として設置され、その運営はボランティアとい

う館もたくさんあります。今回は、おもちゃ図書館活動とボランティアを支えてくれている「職員さん」を
ご紹介いたします。皆さんのコメントからも、周囲の方からの協力と支え、そして温かい応援があってこそ
のおもちゃ図書館であると感じます。 
 

 

 

特集 

小谷広幸さん 

 

おもちゃの図書館あいあい 
（福岡県） 

①大野城市社会福祉協議会 常務理事兼事務局長 
（社協に入って３４年目になります） 

②社協に入ってすぐに障害のある子どもたちとボランティアのキャンプ
を始めました。そのなかで、障害があろうがなかろうが、小さな頃から
普通にふれあう機会が必要だと感じていました。そんな時に、福岡市の
おもちゃ図書館の活動を知ったことをきっかけに大野城市におもちゃの
図書館をつくりたいと思ったのが２４年前のことです。 
現在は、若い頃と違い直接的に関わることが少なくなってしまいまし

たが、おもちゃの図書館の活動は、子育て、ボランティア、福祉教育等々
が凝縮されたノーマライゼーションのかたちだと思います。 

 

①所属・役職等 

②おもちゃ図書館にかかわるきっかけ 

③おもちゃ図書館に期待すること 

④ボランティアより一言 

③最近、大野城市にダウン症児のお母さん方の子育てサークルが誕生しました。社協としては会場の提供
やボランティアのコーディネートをするなどして応援をしています。こういったサークルのお母さん方と

おもちゃの図書館のボランティアとをつなぎ合わせることが出来るのは社協のボランティアコーディネー
ターだと思います。コーディネーターとおもちゃの図書館は、がっちりとつながっていて欲しいと常々感
じています。 
④「大野城市にもおもちゃ図書館を」と中心になって立ち上げに尽力されたのが小谷さんだと先輩ボラン
ティアの方から伺っています。当時立ち上げに賛同された方々と地区大会に参加する為に鹿児島まで 
行ったり、研修会を開いて準備をしたそうです。そうして 20年ほど前におもちゃ図書館あいあいが誕生し、
子どもたちと共に歩んできました。小谷さんは折に触れ様子を見に来て下さったり、色々な相談にのって
くださっています。今は社協で責任の重い役職に就かれ少し距離はありますが、頼りになる存在であるこ
とに変わりはありません。感謝しています。（おもちゃの図書館あいあい代表 見城眞由美） 
④ほんとの優しさは、その中に厳しさと時に相手と戦う程の強さが含まれるものだと思います。小谷さん
の視線は長年ぶれることなく常に市民の側にあり、そしてほんとの優しさがある。だから私達は全幅の信
頼をもって活動ができるのです。（おもちゃの家でんでんむし 篠原敬子） 
 

四倉大光さん 

 
常陸太田市おもちゃ図書館 
「あ・そ・ぼ」（茨城県） 

①常陸太田市社会福祉協議会 地域づくりグループ（主事） 

  主に、ボランティア育成事業等を担当しています。 

②6年前に社協事業の一環としておもちゃ図書館立ち上げに携わった事
がきっかけです。「あ･そ･ぼ」スタート時は利用者も少なく、広報やイ
ベント開催など、運営ボランティア「えがお」の皆さんと共に試行錯誤
を重ねてきました。その時の協力･連携が今の活動に活かされているなと
感じます。今後もボランティアの皆さんと力を合わせ、誰もが笑顔にな

る居心地の良い場所にしていきたいと思います。 
③子どもたちがお互いの個性を認め合い、楽しく“遊び育つ場”として、
また、育児の不安や悩みを持つ保護者同士の“つながりづくりの場”と
して、より一層地域に根ざした、おもちゃ図書館となることを期待して
います。 
④おもちゃ図書館活動を進めていく中で、社協さんとは“車の両輪”と
して、それぞれの役割を常に確認しながら活動していて、とても頼もし
い存在です。（おもちゃ図書館ボランティア えがお 代表 栗原あき子） 
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   ≪寄稿≫ 『地域に おもちゃ図書館の応援者を増やそう！』 

 
                  特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会副理事長 

           荒川おもちゃ図書館子育て交流サロン    鈴木訪子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今村久美さん 

 

あけぼのおもちゃ図書館 
（山梨県） 

①山梨県立あけぼの医療福祉センター 

地域支援課・福祉司 （ケースワーカー） 

②平成 26 年４月に人事異動でおもちゃ図書館の担

当となりました。3 年前にも担当させていただいて

おり、２度目です。 3 年経過しても変わらず活動

に協力してくださるボランティアさんが何名かお

り、安心してお任せしています。しかし、毎月第１

～第４水曜日に開館しておりますので、都合でボラ

ンティアさんが活動に参加できないことも時折あり

ます。そのような時は、課内の協力を得ながら職員

で対応をしています。定期的に活動にご協力いただ

けるボランティアさんがなかなか増えないのが現在

の悩みです。 

③障害の有無に関わらず、人と人とが安心して楽し

く交流できる場として地域に定着してほしいと思い

ます。その中で相互に抱える課題や悩み等を共有し

たり、支え合ったりしながら、誰もが暮らしやすい

地域作りのきっかけとなるような場になって欲しい

です。また、夏休み期間等、高校生ボランティアの

受け入れも行っていますので、医療や福祉に興味関

心を持つきっかけになることを期待しています。 

④今村さんは、ボランティアと一緒に活動してくだ

さるので、利用者の方や御家族との関わり方の相談

にのっていただいたり、又、保護者の方からの育児

や福祉サービスの相談にも気軽にしていただける頼

れる方です。（ボランティア 深澤紀恵） 

 

吉村陽子さん 

 

近江八幡市おもちゃ図書館
「宙」（滋賀県） 

①近江八幡市社会福祉協議会地域福祉課  

  近江八幡市ボランティアセンター担当 

②発足当初よりおもちゃ図書館の窓口は社協とさせ

ていただいており、「個別」ではなく「一緒に」取り

組ませていただいていると思っています。毎月の活動

だけでなく、県内で活動されているおもちゃ図書館と

のネットワークづくり、啓発活動などを精力的に企

画・実行をされており、毎回勉強させていただいてお

ります。いつも熱い想いをもって取り組まれ、その想

いへの一助となれるよう今後も精いっぱい取り組ま

せていただこうと思います。 

③子育て・子育ちが社会問題となっている今、地域の

中に親子の「居場所」が必要だと感じています。毎回

訪れている親も子も楽しく過ごされている様子から、

もう一つの家のようなあたたかな居場所だと感じま

す。また、県内の活動者が学び・意見交換し合える機

会を設けたことにより、つながり合えたことで活動者

の減少を抑制しさらに意欲を高める効果があったと

考えます。子育て問題の緩和だけでなく県内での活動

の活性化を期待しています。 

④社会福祉協議会の職員のみなさんには、おもちゃ図

書館活動に共感・理解していただき、公私にわたり力

になっていただいており、「宙」の活動にはなくては

ならない存在です。これからも協働して、地域のため

に活動できることを願っています。 

（近江八幡市おもちゃ図書館「宙」代表 榊原かず子） 

私は、東京都荒川区で障がいのあるこどもをもつ親の会「荒川のぞみの会」のお母さんたちと出会い、お

もちゃ図書館を一緒につくり、おもちゃ図書館活動を通し、荒川区社会福祉協議会の職員と出会い、おもち

ゃ図書館と共に、社協の職員となりました。 

それまで、社協の存在さえ知らなった私でしたが、社協がめざすものが、こどもから高齢者まで、障がい

のある人もない人も共に地域で安心して暮らし続けることができる町づくりであることと、“障がいのある

子もない子も共に育ちあい心のバリアフリーを””ほっとできるオアシスのような居場所をつくろう“とい

うおもちゃ図書館の目的と重なるということに気づきました。それから、私は社協職員とボランティアとい

う二足のわらじをはくようになったのです。 

今回の特集で紹介した職員のみなさんは、おもちゃ図書館の活動の担い手であるボランティアさんや遊び

にくる親やこどもたちから地域の情報やニーズをひきだし、同時に、地域の課題を解決する力をもつ場とな

ることに気づいてくれたからこそ、おもちゃ図書館の活動に寄り添い、パートナーとして歩んでくれている

のだと思います。感謝！ 

おもちゃ図書館活動がスタートしてから３０年が過ぎ、地域を見わたすと、人と人とのつながりが希薄に

なり、家族力も地域力も失われつつあるなかで、こどもの貧困や孤立する人々、その存在に気づくことさえ

できない状況が生まれています。だからこそ、私たちは、社協や行政、福祉関係の職員、民生委員児童委員、

学校、ＰＴＡなど、まだ出会っていない人々に、おもちゃ図書館の思いを届けることが大事だと思います。 
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ＮＯ．７２４ おもちゃ図書館「おおきなき」（東京都大田区）  
 

 おもちゃ図書館「おおきなき」は代表の自宅の１室の 14畳ほどの

小さなスペースです。2013 年７月７日に看板を掲げ、１年半が過ぎ

ました。開館日は週１回水曜日の午後２時～５時に限られ、常駐のス

タッフは１名（代表）だけという現状ですが、思いだけはいっぱいあ

ります。 

肢体不自由の特別支援学校に長く勤め、その間に出会ったマジカル

トイボックスから教わった考え方や技術を使って身近なおもちゃに

手を加えています。障害が重く、動かせる体の部位が限られていても、

おもちゃで遊び、おもちゃを通してコミュニケーションを豊かにして

いってほしいという願いを持っています。 

別称は「おもちゃと絵本の部屋」で絵本もそろえていることと、大型の遊具もあり、各種スイッチや

スイッチで動かせるおもちゃ、いろいろな支援機器を用意しているのが特徴です。どうぞお気軽にお越

しください。詳しい案内は HP にありますので、おもちゃ図書館「おおきなき」で検索してみてくださ

い。（おもちゃ図書館「おおきなき」代表 相澤純一） 

 
ＮＯ．７２５ いそご地域活動ホームいぶき おもちゃ文庫（神奈川県横浜市）  

               
「（福）光友会いそご地域活動ホームいぶき」は障害のある方が地域で安心

して暮らしていくことができるようにと開設し、地域の皆様に支えられて

１１年目を迎えることが出来ました。地域活動ホームとは横浜市独自の取

り組みとして、障害のある方に向けてデイサービスや一時的なおあずかり、

ショートステイなどを展開しています。障害の有無に関わらず利用できる

『おもちゃ文庫』は、そんないぶきと地域の皆様の大きな架け橋として、

遊びを通してお子さんや保護者の皆様の交流の場となれたらと平日１０時

から１６時に開設しています。地域のボランティアさんや職員とともに手遊びやパネルシアターなどを行う「み

んなであそぼう」や、障害のある子の親子向けに保健師や先輩お母さんと遊びながら相談ができる「いぶきっ

ず」といったイベントも企画しています。これからもお子さんや保護者の皆様の笑顔あふれる場所となれるよ

う活動してまいりたいと思います。（いそご地域活動ホームいぶき 奥田佳子） 

 

 

 
  

 

☆全国連絡会リーフレット完成       ☆Facebookにて情報発信中 

 

          ～ご活用ください～             

 

                     https://www.facebook.com/omochatosyokan 

 

 

  

 

 

 

 

「ＮＰＯ法人おもちゃの

図書館全国連絡会」の新

しいリーフレットが完成

しました。 

広報活動等でご利用にな

る場合は連絡会事務局へ

お申し込みください。 

 
 

ｆａｃｅｂｏｏｋページ「特定非営利活動法人

おもちゃの図書館全国連絡会」を公開していま

す。トイポストではお伝えしきれない日頃の活

動や、情報など掲載しています。 

どなたでもご覧いただけますのでＨＰと合わせ

てチェックしてみて下さい！ 
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全国のおもちゃ図書館の皆さまから、おすすめおもちゃ、お気に入りのおもちゃを紹介して

いただくこのコーナー。今年度は、世話人の皆さんの自己紹介も兼ねて「私のお気に入りお

もちゃ」を紹介していただきます。 

 

 

  

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                           

 

 

 

 

 

    

 

釧路おもちゃライブラリー（北海道）  

          北海道地方世話人 後藤哲子 
豊かな森林をもつ釧路市ならではの遊具とおもちゃを紹介します。釧路の業者さん作成オリジナル

の木のプールです。「サケの卵」と命名されています。子どもにも大人にも大人気。そして「ビー玉

のシーソー」。キラキラカラカラと流れる色と音に子ども達の瞳もキラキラ輝きます。これも釧路圏

在住のおもちゃ作家さんのオリジナルです。30年を超える活動ですので様々な素材やキャラクターの

おもちゃもたくさん揃っていますが今回はオリジナルを紹介しました。 

北海道は広く、冬が長く、氷の世界の釧路では冬期間外遊びが少なくなります。釧路市おもちゃラ

イブラリーは統合で使用されなくなった小学校の校舎を教育委員会がリフォームをして貸与して下

さり、毎週水曜日開館しています。開館日以外は子育てサークルに貸し出し活用しています。 水曜

日小さなお友達は張り切ってお弁当持参でやってきます。体や頭をフル回転。元気に遊具で体を動か

す子、黙々とミニカーを並べる子、ままごと遊びも絵本も大好き、みんな楽しそうで私達おばあちゃ

ん世代のスタッフも笑顔を貰います。時にはお母さんの悩み相談も、そして若いお母さんや子ども達

から教わることも多いですね。年に数回「ののはな園」（旧療育センター）のお友達もバスでやって

きて一緒に遊びます。共に成長をする機会となりますようにと願っています。 

 

 

「サケの卵」 スタッフの皆さまと 

（前列むかって右が後藤さん） 

ビー玉のシーソー 

おもちゃ図書館、全国連絡会、とはどういうものなのか、なかなか

イメージが湧きませんでしたが、福島県に行って、小さい子供達と一
緒におもちゃで遊び、とてもいい体験ができました。小さい子供が懐
いてくれてとても嬉しかったです。言葉が通じなくても、おもちゃ遊
びは心を通わせる力があるのだなあと改めて感じました。 
 福島ろう学校の児童は、ほとんどの子が人工内耳をつけており、大
変驚きました。とはいえ、人工内耳をつけていてもコミュニケーショ
ン手段は手話と口話でした。私自身、ボランティアとして参加するよ
うになって３年目。私が児童の顔を覚えているのはもちろんですが、
子供達が私たちの顔を覚えていてくれたのはとても嬉しかったです。 
 今後もこの活動を続けていきたいと思います。本当にありがとうご
ざいました。 （荒川区聴覚障害者協会会長 大石泰延） 

福島県立聾学校福島分校にて 

1月 23日（金）福島市笹谷保育所、福島

県立聾学校福島分校にて移動おもちゃ図

書館を開催しました。12月には福島県立

盲学校にてお楽しみ会に参加しました。 
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☆賛助会費をいただきました（敬称略・順不同）                        

安達恵 千葉礼子 榊原かず子 片桐貞子 鈴木多恵子 鈴木泰介 鈴木龍介 今井昌子 石原伸子 
後藤哲子 松山紀由 松山明子 野木愛 岸本理香 柘植法子 保井五雄 加藤進一 津曲孝行 
増田ゆき 岸節子 柚口千佳 隅田ひとみ 山田美和子 宮崎眞理子 立川百恵 竹中とよ子 山下春美  

佐藤富士子 青塚和子 村形キミ子 村形聡 宮崎良子 鈴木廣子 中嶋武子 篠原敬子 昌玲寺  
川上昭子 笹島昌子 笹島睦 笹島厚 鈴木俊男 鈴木訪子 樋口健 永井美智子 木村好子 谷津嘉章  
成田道子 箕田美子 大貫真一 大貫智裕 大貫輝子 隅田洋平 清水洽子 清水俊明 松原ミチ  
澤佐景子 石井尚子 小泉泰宏 小泉康代 小泉理奈 小泉泰三 小泉信三 若林久代 若林里美  
若林茉央 杉田千代 杉田信忠 杉田一美 山田宜廣 園山裕子 高嶋恵美 稲葉隆裕 浅野芳明  
内山順夫 藤田満幸 藤田陽菜子 内山京子 提谷賢一 三宅正臣 川端静香 浅野ふじ枝  

荒川おもちゃ病院 西峯行雄 ニューサービス日経西日暮里 ㈲玉屋 柚口淳 篠原政之 篠原知子  
篠原照政 笹島ワカ 山下和子 増田岳洋 中田宏美 清水和良 石塚堅一郎 岩佐剛 西川正美  
桜木弘子 小柳津百合子 山下敏夫 山下佳子 山下純平 ㈲雷屋 小野弘 福田めぐみ 
おもちゃ図書館どろんこ おもちゃ図書館あいあいらんど よこはま布えほんぐるーぷ 
名古屋中村おもちゃ図書館 浦和トイライブラリーおもちゃ箱 すてっぷおもちゃライブラリー 

 

☆寄付をいただきました（敬称略・順不同）    
鈴木廣子 千葉礼子 樋口健 大貫輝子  

柘植法子 おもちゃ図書館ピコ  

 

＜編集後記＞ 
 梅の開花に、あぜ道のつくし、桜の蕾はまだまだ固いけど、春の気配はすぐそこまで。さて、今回のト

イポストには日頃お世話になっている、社会福祉協議会・職員の皆さまが寄稿して下さいました。改めて

思います。私達はほんとに多くの方々に支えられて日々活動しているんだなぁと。感謝です！（篠原） 

                    （編集委員→安達、岸、篠原、園山、中嶋、藤井、隅田） 

 

 

 

 

参加者募集中 

【震災支援金の口座】 

三菱東京 UFJ 銀行 築地支店 

口座番号 普通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 

 

【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 

 

☆「平成２７年度 おもちゃの図書館ボランティアの集い」 
   [日 時] 平成２７年６月１９日（金）１０時～１２時           

   [会 場] 東京ビッグサイト  

   [内 容] 永年表彰 基調報告 講演 他 

   [参加費] ５００円 ※参加費は、当日会場にて徴収いたします。 

   [主 催] おもちゃの図書館全国連絡会     

※同日午後「特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会」の総会を開催します。 

☆一般財団法人日本おもちゃ図書館財団助成金 募集中 締切 平成 27 年 5 月 25 日 

☆日本おもちゃ図書館財団おもちゃ等の購入助成事業   

Ａ申請（上限 30 万円） Ｂ申請（ア）5 万円 （イ）5 万円相当おもちゃセット（共遊玩具より） 

 ☆山科直治記念「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」   

 

 

おもちゃの図書館全国連絡会ＨＰでは、全国のおもちゃ図書館の一覧（開館日ならびに場所）を公開していま
すので、変更がある場合には事務局あてにお知らせください。（メールまたはＦＡＸ） 

インフォメーション 

事務局よりお願い 


