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 みなさまお元気でご活躍のことと思います。私の住んでいる町も水仙、椿、菜の花そして

桃の花も咲きはじめやっと春になりました。 

 

 春は別れと出会いの季節と言われますが、私にとって平成７年の春の出会いは格別のもの

でした。日本おもちゃ図書館財団から育成ハンドブック№1『おもちゃの図書館《おもちゃ

の図書館とは何ですか》』という黄色い表紙の冊子が送られてきました。 

 [おもちゃの図書館？なんだろう！」 

 手にとって読むうちに楽しい素敵なボランティア活動であることが分かりました。私の

町にもおもちゃ図書館があったらいいなと思いました。 

 

 ちょうどそのころ新居浜市は総合福祉センターの建設が始まった時期で、「市民が活動

するのなら市としてはおもちゃ図書館の場所を提供しましょう」ということになり１１月

１日、２５名の市民が集まり、グループ発足、活動が始まりました。翌年の平成８年４月

６日総合福祉センターの完成に合わせ開館しました。沢山の出会いがあり嬉しい春となり

ました。そしておもちゃの図書館全国連絡会に入会させていただき、今日まで活動するこ

とが出来ました。 

 

 一冊の本との出会いから私たちの活動は広がり、日本全国はもちろん、アジア、そして

世界の人々と結ばれていきました。 

 

 別れといえばもうすぐ平成にお別れしますが、新しい元号の時代になっても幸せな出会

いがあることを信じて、今まで通り子どもたちの幸せのために、皆さんと仲良く助け合っ

て進んでいきたいと思います。 

 

 子ども達と一緒にパンジー、アネモネ、チューリップ、桜の春を迎えたいと思っていま

す。これからもどうぞ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                       

                      副理事長   松山 明子 

 

 

 

 

          ～春は出会いの季節～ 
 

おもちゃの図書館 全国情報 
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 平成 23年度から開催されてきた「TOYらいぶらりあん（おもちゃ図書館ボランティア）養成講座」

の初級が、静岡県静岡市にて、静岡県おもちゃ図書館連絡会との共催で開催されました。この講座は専

門家育成や資格取得が目的ではありません。おもちゃ図書館はどなたでも参加できる「ボランティア活

動」であり、ボランティア自身がその活動の質を高め、活動をより活性化していく役割を担っていただ

きたいという思いを込めています。おもちゃ図書館活動のみならず、その他のボランティア活動にも活

かせる内容であり、これまでも受講者の皆さまから毎回大変好評をいただいてきました。 

          2019 年(平成３１年）２月２３日（土） 

      会場：静岡市中央福祉センター 

  TOYらいぶらりあん養成講座【初級】 

       ☆講座内容☆ 

＜講座 1＞「おもちゃ図書館の意義と歴史」 

 講師/NP0法人おもちゃの図書館全国連絡会 

         理事長 小泉康代 

＜講座Ⅱ＞ ボランティア論    

 講師／静岡市社会福祉協議会  

    地域福祉部長 小幡 剛弘 氏 

＜講座Ⅲ＞ 

「障害のある子の遊びとおもちゃ」 

   ～実際におもちゃを手にとって～ 

 講師/NP0法人おもちゃの図書館全国連絡会 

       副理事長 髙村豊 

 

 

     【アンケートより】 

＜講座Ⅰ＞  

・おもちゃ図書館の歴史や意義を理解できた。
新しいあり方を考えながら参加していきた
い。 

＜講座Ⅱ＞ 

・人の気持ちを大切に活動することを心に留
めたいと思いました。 

＜講座Ⅲ＞ 

・手作りおもちゃが楽しかった。 

・たくさんのおもちゃを実際に紹介していた
だき良かった。 

・共遊玩具のことを初めて知りました。 

 講座Ⅱ 小幡剛弘氏  講座Ⅲ たくさんのおもちゃを紹介  修了証をお渡ししました！ 

今回は、静岡市が会場でしたが、倉敷市からも遠路参加していただき感動しました。あ
りがとうございました。静岡県おもちゃ図書館連絡会の研修会と共催にしていただきまし
たので、おもちゃ図書館で日ごろ活動しているボランティアのみなさんも、講座を受ける
ことができました。気持ちを新たに受講して「修了証」をいただき新鮮な気持ちになりま
した。 

世界でのおもちゃ図書館の生い立ちや、日本で広まっていった経緯・歴史をお話しいた
だきました。子育て支援の仕組みが社会の中にできていることで、利用のあり方も変化し
ていますが、子どもの成長のために必要な、楽しいおもちゃ遊びの役割を今一度改めて考
える機会となり、地域の交流の場としての役割と共に、必要とされるおもちゃ図書館の存
在の意味を考えて活動したいと思いました。 

 「ボランティア活動は恋愛と似ている」というボランティア活動の原則をお話しいただ
き、“なるほどー”と楽しい気持ちになりました。また、たくさんのおもちゃを紹介して
いただき、何歳になってもおもちゃでワクワクするこの気持ちを大切にしていきたいと思
います。  (静岡県おもちゃ図書館連絡会会長 しずおかおもちゃ図書館 河内園子） 
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  損保ジャパン日本興亜福祉財団 
  2018 年度社会福祉事業認定ＮＰＯ法人取得資金助成の首都圏贈呈式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  おもちゃの図書館全国連絡会 事業報告 

 ホームページリニューアル  東京 D&I協働プロジェクト助成事業 

 

 おもちゃの図書館全国連絡会の HPリニューアルが進行しています！ 

東京ボランティア・市民活動センターの「東京 D&I協働プロジェクト」の助成金を受け、
（株）日立ハイテクノロジーズの皆さまからの助言を受けながら、連絡会 HPを見やすく、
楽しい内容にしよう！と作業をすすめてきました。3月下旬現在、完成まであともう一息。
4月中には新しくなった HPをご案内することができると思います。ぜひアクセスしてみ
てくださいね。 

打ち合わせの様子 

東京 D&Ｉ協働プロジェクトの報告会 

   福祉財団二宮理事長（右） 
SONPO ホールディングス越川 CSR 室長と 

 小泉理事長謝辞 

 2019 年 1 月 8 日（火）、公益財団法人損保ジャパン
日本興亜福祉財団の「2018 年度社会福祉事業認定 NPO

法人取得資金助成の首都圏贈呈式」がおこなわれ、小
泉理事長と藤田事務局長が出席しました。 

この助成事業には全国で 40 団体以上の応募があり、そ

のなかで 18 団体が受賞しました。 

 首都圏贈呈式が行われた新宿副都心にある損保ジャ
パン日本興亜(株)の本社には、9 団体が出席しました。
助成金決定書の贈呈ののち、小泉理事長が出席した団
体を代表し謝辞を述べました。 

 損保ジャパン日本興亜福祉財団からは、二年前にも
簡易ホームページ作成などを応援していただきまし
た。重ねての助成、心から感謝申し上げます 

東京ボランティア・市民活動センターの障害のある方々
の社会参加を促進するために、企業 CSR と障がい関係団体
とが連携して取り組む「東京 D&I 協働プロジェクト」の助
成金を受け、HP のリニュアールに取り組んでいます。 

日立ハイテクノロジーズの社員の皆さまに、より多くの
子どもたちがおもちゃ図書館に遊びに来こられるように、
おもちゃ図書館の活動を応援してくれる人々や企業等をも
っと増やしていくための様々なアドバイスをもらいまし
た。全国連絡会の HP の管理更新を担っているサワッディ
の上田平英生さんと、イラストレーターの山崎まどかさん、
事務局スタッフで集まり、メールでのやりとりを繰り替え
しながら新しい HP の制作をすすめ、いよいよ 4 月に公開
できるようになりました。 

 「遊びに行きたい」と思った時の必要な情報は、近くの
おもちゃ図書館の情報です。今回の HP では、各おもちゃ
図書館の紹介が見やすくなっています。ですが、活動の様
子がわかる写真や情報などがない所もあります。ぜひ、み
なさんのおもちゃ図書館の情報を全国連絡会に送ってくだ
さい!  
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☆☆宗像おもちゃライブラリー（福岡県宗像市） 
 宗像おもちゃライブラリーは通常月に 6 回の定期開館で年間約千人弱の来館利用者がありま

す。定例開館以外に特記すべき活動は平成 26 年度から定例化した小学校の特別支援学級への

出張図書館です。平成 30 年度は 3 校の小学校へ出張致しまし

た。１校あたり児童の参加人数は平均１５名程度です。開館当

日、体育館にライブラリースタッフが運び入れた約 50 点のお

もちゃで児童達が友達やスタッフと遊びます。１時間程度の開

館ですが、最後に全員で遊ぶパラバルーンでは、興奮した児童

からもっとやってと催促されます。（田中映一郎） 

  

 

 

☆☆館林市おもちゃの図書館ぴっころ（群馬県館林市） 
  館林市おもちゃの図書館ぴっころは、主に和太鼓の活動をしています。開館より 32年が経

ち、初代から代々引き継いだ太鼓を皆さんの愛情で大切に扱っているので、太鼓が唄を歌って

いるような心地良い音色が響きます。9月は館林市福祉まつり、11月日中は館林市障がい者総

合支援センター秋祭りの出演依頼があり、ぴっころ総勢 13名で力いっぱい（力は弱いですが

気持ちは強く）演奏し、沢山の来場者様から大きな拍手

を頂くことが出来ました。イベントでの演奏体験は、ぴ

っころの皆さんの、貴重な明日への力を充電する機会に

なってると思います。太鼓は、老若男女誰でも演奏を楽

しむことができ、体全体が包み込まれるような振動は、

人々を感動させる魅力的な打楽器です。これからも大切

に活動をしていきたいと思います。（松沢久雄） 

 

 

 

 

☆☆前橋市おもちゃの図書館ぴえろ（群馬県前橋市） 
 前橋市おもちゃの図書館ぴえろでは、偶数月の第３土曜日の午前中におもちゃの消毒を行っ

ています。7 月と 9 月の夏場には衛生上の理由から追加で消毒を行っています。 

 子どもたちが安心安全におもちゃを使用できるようにとの願いから始まった活動であり、消

毒をしていただいている若宮ボランティアの会及びおもちゃの図書館運営ボランティアの皆様

には大変お世話になっています。子供たちが安心安全におもちゃを使用できているのもボラン

ティアの皆様のおかげです。今後もおもちゃを通して子供たちが元気に楽しく遊んでもらえる

ように活動に尽力していきたいと思います。（勅使河原信弥） 

 おもちゃ図書館は全国各地で様々な形で開催され、通常の開館以外にも多種多様な取り組みを

しています。各種イベントからフリーマーケット、レジャー活動、そしておもちゃの消毒、出張

おもちゃ図書館・・・おもちゃ図書館の数だけ活動の形がある、と言えますね。通常開館以外に

も何かやってみたい・・・そんな企画の際にも参考にしてください。 

 

小学校特別支援学級への出張おもちゃ図書館 

和太鼓活動 

ボランティアの力でおもちゃの消毒 

特 集 
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☆☆太田おもちゃ図書館 Heartful♡Tree（群馬県太田市） 
 太田おもちゃ図書館 Heartful�♡Tree は、毎月第一日曜日、邑楽郡邑楽町役場周辺で開催し

ているフリーマーケットに出店しています。電池代やお茶代を稼ぐために始めました。各自未

使用品や古着等を持ち寄り、購入してくれお客様には、幼虫か

ら育てたカブトムシをプレゼントしました。購入の度にキャー

キャーワーワー盛り上がり、稼ぎは微々たる金額ですが、とて

も楽しくやっています。次回は何を売ろうかな…等々、野外の

活動は様々なひらめきが生まれます。野外は天候に左右されま

すが、資金集めの為に頑張ってます。（川田正美） 

 

 

 

 

☆☆おもちゃ図書館すてっぷ（埼玉県川口市） 
 おもちゃ図書館すてっぷでは、開設から 9 年、毎年 3 月になるとボランティアさんが「入園

おめでとうメダル」を製作しています。折り紙や手作り工作の得意な方がそれぞれのセンスを

活かして自主的に用意してくださって、毎年大変喜ばれています。以前は「4 月から幼稚園で

す」という 3 才児の常連さんが多かったのですが、ここ 2，3 年は「4 月から保育園です」とい

う 0、１才児さんがとても増えました。保護者の方にとって、保育園生活の始まりは期待と同

時に不安も大きいことと思いますが、メダル見て嬉しそうに

写真を撮っている姿に「ママも赤ちゃんも４月から頑張って

ね」と心の中で応援しています。３、４才児さんは「〇〇幼

稚園に行きます！」とみんなの前で発表して嬉しそうな顔を

見せてくれます。幼稚園や保育園に行っても、時間があると

きには、いつでも遊びに来てくださいね。（隅田ひとみ） 
 
 
 
 
   【特集に寄せて】  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金集め「フリーマーケット出店」 

入園おめでとうメダル 

  特別支援学級への出張おもちゃ図書館、和太鼓、おもちゃの消毒、フリーマーケッ

ト、入園おめでとうメダル・・・おもちゃ図書館活動って何と自由で楽しいのだろう

と、この特集を読んで改めて思いました。発想の柔軟さ、やってみようという行動力、

しかしそれはボランティアスタッフの熱意と頑張りがあってこそ。「今何が必要か

な？」「こうしたら楽しいかも！」「どうする？ やってみよう」などなど、話し合

いを重ねて『こんなこともしています』が生まれたに違いありません。たぶん大きな

原動力は《こども達の笑顔》みんなの笑顔です。 

 そしてこれは大なり小なり、全国のおもちゃ図書館の仲間達が実践していることで

すよね。ボランティアの高齢化も叫ばれていますが、このような活動を長年続けてこ

られた先輩方も、どうぞ誇りをもっておもちゃ図書館活動、まだまだ無理なく共に頑

張ってまいりましょう。     （おもちゃの図書館全国連絡会理事 篠原敬子) 
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        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。      

     
☆☆おもちゃ図書館ゆったり島キッズ（NO.760） 東京都文京区 

文京湯島高齢者在宅サービスセンターにて、平成 29 年 2月より毎月第 １、3 月曜日の 16 時～18 

時まで、おもちゃ図書館ゆったり島キッズを開設しています。 開催場所となっているのは高齢者の方々

のみが利用されている施設で、地域の子供たちとの交流の場として施設の一室を開放していただいてい

ます。 

おもちゃ図書館ゆったり島キッズは夕方開催しているのが特徴で、各

自夕飯を持参して集まります。沢山のおもちゃで遊んで、17時頃にお

片付けをしてみんなで一緒に「いただきます！」をします。スタッフも

利用者も子育て世代なので、悩みを相談したり、地域情報を共有したり

して、ゆったりしたコミニュケーションの場を目指しています。 

また、地域で開催されているパパママ向けの防災教室（託児付き）に

もおもちゃ達と共に出張し、地域の方々とつながることもしています。

ぜひお気軽に遊びにお越しください。お待ちしています！（狹田知美）  

 

☆☆おもちゃ図書館といぽけっと（NO.761） 大阪府吹田市 

 はじめまして！といぽけっとです。私たちは障がいや難病を持つ子ども(スペシャルキッズ 

と呼んでいます)とそのきょうだいを含む家族を対象にあそびとおもちゃを届ける活動をして 

います。おもちゃは木のおもちゃから手作りまで…子どもが自分から働きかけることでより楽 

しめるものをという視点を持って揃えてきました。活動はおもちゃとあそびの広場を中心にお 

はなし劇場・手作りおもちゃのワークショップ・音楽あそび・みんなであそぼう(ふれあいあ 

そびや季節のあそび)など要望に合わせいろいろしています。 

 活動場所は決まっておらず、おもちゃを持っていき、その場で行う移動型です。現在は依頼 

で開催する不定期の単発型と、年間を通して定期的に開催するものがあります。 

 定期開催のあそび・おもちゃくらぶでは福祉施設のひと 

部屋をお借りして、おもちゃで自由にあそぶ他、ふれあい 

あそびや季節にあわせたあそび(行事や感触あそび・お祭 

りなど)を取り入れて季節を楽しむことも大切にしていま 

す。子どもが好き！おもちゃが好き！なメンバーで頑張って 

います。なんでも屋さんのようなといぽけっとですが、よろ 

しくお願いします。（齊藤有紀） 

  

☆☆みんなのふくろうおもちゃ図書館（NO.764）東京都豊島区  

みんなのふくろうおもちゃ図書館は、特定非営利活動法人ワーカーズコープ（みんなのふく
ろう食堂）が運営しています。東京都豊島区東池袋にあるワーカーズコープ本部の食堂とフリ
ースペースを活用して、毎月第２・４火曜日の１７～２０時で子ども食堂と同じ時間帯に開催
をしています。 
地域には、少子高齢化や核家族化、住民同士のつながりの希薄化などにより、社会的な困窮・

孤立状態など様々な問題があります。この子ども食堂やおもち
ゃ図書館の活動を通じて、問題解決のきっかけをつくり、安心
して暮らせるまちづくりを目指しています。 

運営は、地域のシニア世代やママさんたちがボランティアで
行っています。毎回 80名ほどの親子が参加し、賑わっていま
す。現在、開催回数の増加、出張おもちゃ図書館や絵本のブッ
クカフェと図書館の開設を準備中です。様々な活動を通じて、
親子に穏やかな時間を過ごせる場所と時間を増やしていきたい
と思っています。（牧野斉子） 
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 「誰でも気軽に遊べる場所を」         

                とちぎおもちゃ図書館（栃木県） 篠崎あずみ 

 

 こんにちは。世話人 2 年目、とちぎおもちゃ図書館の篠崎あずみです。おもちゃ図書

館のボランティア歴は 10 年、おもちゃコンサルタントの資格を活かし、30 人弱の仲間と

共に毎日の開館や季節のイベントを行っています。 

 みんなに人気のおままごとでよく見るのは、こどもたちがお母さんにご馳走を作って

あげる姿。 

 プラレールや乗用玩具などの乗り物おもちゃは、動くものの好きな男の子に人気です。

ちょうど、おもちゃ図書館からも電車が見えたり、踏切の音が聞こえたりするので、電

車好きさんの気持ちも上がります。 

 館内で 1 番大きなおもちゃ、ボールプールは、遊びはもちろん、写真撮影スポットと

しても人気の場所です。 

 誰でも気軽に、おもちゃで遊べる場所として、質の良いおもちゃと遊びの環境を整え

てあげたいものです。 

 

 

  

 

 

  

 

 食材もたっぷりおままごと     
 

人気の大きなボールプール 
 

 昨年 12月に、公益財団法人共用品推進機構の事務局長・
専務理事の星川安之様より「長年、個人で収集してきたド

ラえもんグッズをおもちゃ図書館で活用していただけま
すか」というお申し出がありました。大小 30以上の段ボ
ール箱に、たくさんのドラえもん関連グッズやおもちゃ、
マスコットがぎっしり入っていました。長年にわたっての
コレクションの品ですので、中には大変年季の入った貴重
なグッズもあります。まずはおもちゃ図書館などのイベン
トで配布したいという希望の館へ、マスコットなどを寄贈
させていただきました。 

 車にのってプラレール  
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新入会員のご紹介 

≪NO.765≫おもちゃ図書館龍生園（熊本県人吉市）     
≪NO.766≫おもちゃ図書館おひさま（熊本県天草市） 

 

各種ご支援をいただきました。（順不同・敬称略）  

☆賛助会費 
鈴木訪子 西宮敬子 菅野龍夫 西川正美 田辺明美 山下和子  
篠原敬子 萩原貴美子 室伏京子 新居浜ふるさと映画実行委員会  
おもちゃライブラリーはぐくみ 北見市おもちゃライブラリーの会  
新居浜市おもちゃ図書館きしゃポッポ  こだわりっこおもちゃ図書館  
子育て交流ひろば立川おもちゃ図書館ぱれっと いいじまおもちゃ図書館 
福祉のおもちゃ箱どんぐり    

 
 
 
   

 

 

 

 

 

                    ＜編集後記＞ 

 春らんまん、身近な自然や風景の中に、新鮮な発見や厳しい冬を乗り越えた喜びがありますね。私たちの日

頃の活動も、継続し、支え合い、連携して、この社会に芽吹き根付いていくものだと、今号のトイポストの記事

から、改めて実感しました。いつでも原点を意識しながら、おもちゃ図書館の活動を大切に育てていきましょう。

トイポストへのご意見・ご要望、そして活動へのご相談等、どうぞお気軽に！お待ちしています。 (藤井）                   

                                                 （編集委員：安達・岸・篠原・園山・藤井） 

 

 

 
 

 

≪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。 

   【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 

 

  【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 

☆事務局・GWのお休み☆ 

４月 27日（土）～５月６日（月） 

  お急ぎのご用件のある方は 
       メールにてご連絡ください。  

 

☆2019 年度 特定非営利活動法人おもちゃの図書館全国連絡会 総会 

■日程：2019 年６月１４日（金） 13：３０～１５：００          
■会場：アクロスあらかわ（東京都荒川区）    

     

☆一般財団法人日本おもちゃ図書館財団助成事業 募集中  

☆平成３１年度 おもちゃセットの助成事業             締切：2019 年 5 月 25 日 

     １）既設のおもちゃ図書館対象：おもちゃセット    

２）新設のおもちゃ図書館対象：おもちゃセットと備品購入資金  

 

☆山科直治記念「文化・スポーツ・レジャー活動支援事業」   締切：2019 年 5 月 25 日 

 詳細は一般財団法人日本おもちゃ図書館財団の HP にてご確認ください。 

  会員のおもちゃ図書館には別途要綱をお送りします。 

 

インフォメーション 


