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皆さんこんにちは。(・ω・)ノ
コロナのことをテレビやSNSで聞かない日はないですね。
色々な行事や、催し物も中止のことが多く、モヤモヤした日が続いています。
緊急事態宣言が一時解除になった時はレストランや商業施設には　出かけられ
なかったストレスから解放されたかのように爆発的に人が増えてました。
きららとしても、１２月には恒例のクリスマスコンサートは開催できました
が・・・
今年は何回遊ぼうデイが開催できるのでしょう。。。。(≧◇≦)

私がコロナ渦で家にいることが多くやり始めたこと

１，スクラッチアート★
　　　100均のおもちゃ売り場でも売っていてお手頃(^^♪
　　　１個買うと４枚程の絵と削るペンも入っていてすぐ始められました。

２，羊毛フェルト★★
　　　こちらも１００均でキットを売っているのでお手軽に始められます。
　　　１つやって完成したら次も次も！って感じになりました。(*^^)v

３，編み物★★★
　　　手芸は元々好きでしたが編み物はあまりやってなくて、何十年か
　　　ぶりにやってみました。こちらも１００均で購入した毛糸で。
　　　ほぼ初心者！かぎ針編みですがマフラー１つ、スヌード１つを
　　　本当に何とか作れ終えました。(;^_^A
 
まだまだ運動やお出かけはできないこともあって色々と不完全燃焼です
。( ﾉД`)ｼｸｼｸ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福迫♡



すっきり！！―――ボランティア活動報告―――

寒風吹きすさぶ 1 月１５日、きららのボラメンバーで、しばらくできていなかった

おもちゃの棚の掃除と整理を行いました。朝１０時、簡単に打ち合わせをしたあと作

業開始。一度でも使われたおもちゃはアルコールと天日干しで除菌してあるのですが、

棚にはよく見るとホコリが…。まず棚からおもちゃを全部出して、アルコールを浸し

た雑巾で棚をきれいにしました。雑巾は結構よごれて、これからはおもちゃだけでな

く棚にも気を配らねば、と反省。また棚から出したおもちゃは、部品がそろっている

か、使えそうかを確認し、壊れているもの、部品がなくなって使えないものは廃棄処

分にしました。お昼になりおいしいお弁当をいただいたあと（もちろん大きくディス

タンスを取って）、作業再開。午後は動作確認をしたり収納ケースを直したり。作業

がおわりおもちゃたちをあるべき場所に戻すと、まあすっきり！！このすっきり、い

つまで保てるかはわかりませんが(;^_^A)、、、

ところで、整理の過程で、シルバニアファミリーのウサギさんたちが、みんな行方

不明になっていることが判明しました。みなさんのお子さんのおもちゃ箱で、ウサギ

さんたちが迷子になっていませんか？もし見つけた場合は、きららまで持ってきてく

ださいね m(__)m。

浅野絹子



R3 年度☆初企画

おもちゃ図書館きらら クリスマスピアノコンサート♬

１２月９日（日）、ふれあいセンター大会議室できらら恒例のコンサートを開催しま

した。今年度のおもちゃ図書館も昨年度同様、みんなで集って遊ぶ企画はずっと中止し

てきていますが、何とかコンサートだけはできないかと思い、密を防ぐために「ふれあ

いセンター」をお借りする事にしました。ボランティアメンバーは朝から準備、家から

持ってきたシートやツリーをセッティングし、換気と消毒をしながら予約されているご

家族をお待ちしていました。

1番乗りは Aさん母子。小さい時からおもちゃ図書館利用を楽しんでくれてきたもう

成人のお兄さん。久しぶりの参加でしたが、マラカスを振って笑顔で参加。おかあさん

と身体を揺らしていましたが、忙しいおかあさんも少しは癒されたでしょうか？

A 君・ N ちゃん兄妹は昨年度コロナ禍で、「きょうはおもちゃでは遊べません」とい

うルールを受け入れることができず、怒りが収まらなくて、残念ながらコンサートに参

加出来ずに帰ったという経緯があります。「今週もちょっと不調」とおかあさんは心配

していましたが、大好きなお絵かきをしながらコンサートの場にみんなといることがで

きました。A君の帰るコールにおかあさんは「30 分だけど居られてよかった」と言われ、

帰り支度。おみやげを渡すと A君も「ありがとう」と小さい声で言って区切りをつけて

帰っていきました。それに付き添う事になる Nちゃんの事が気にかかりますが、恥ずか

しそうにおみやげを受け取ってくれました。

コンサートに家族 4人で参加してくれた Sちゃん親子、おとうさんの知っている曲も

あったようで良かったです。Sちゃんは時々立って手の消毒に来たり、楽しそうにピョ

ンピョン跳んだりしていました。おかあさんは弟君と一緒に身体をゆすって楽しんでい

ましたね。

あさひ卒園後も時々おもちゃ図書館に来てくれる Rちゃんは、クリスマスソングやア

ンパンマンの曲でニコニコ。NiziUの縄跳びダンスもとっても上手に踊ってくれました。

年長の Fちゃんもご両親と参加。パプリカのダンスは遠慮がちにばっちりやっていまし

たね。昨年度は「お兄ちゃんも中学生になったしそろそろおもちゃ図書館も卒業かな？」

と言われていた K君・ Aちゃん兄妹も、やっぱりコンサートは楽しみという事で参加。

着ぐるみ姿の K君は気になるところを時々探索しながらも自分の席に戻り、聴いていま

したね。Aちゃんリクエストの曲はなかなか渋くて kakeru さんが「次はおとなの方か

らのリクエスト」と思わず言ってしまいました。プリンセスプリンセスのダイヤモンド

とか髭ダンの cryBaby(ちょっとわかりません！）とかでした。参加者はノリノリ！



初参加の S君はあすなろのお友たち。どんな感じかな？と見ていましたが、立って身

体を動かしたり、パチパチ拍手をしたり。おかあさんも「久しぶりに生ピアノが聴けて

よかった！」とのこと。もうひと家族、S君と J君の兄弟はなかなか会場に入れず、マ

マと廊下で聴いて（？）いましたが、おみやげの声かけで元気に入ってきましたね。ボ

ランティアが作ったバルーンサンタを kakeru サンタが配って、楽しいひと時は終了！

来年、また会いましょう！

縄跳びダンスで肩こり解消した❤御手洗

ココロおどるピアノの音♪

初めての妊娠、出産、育児と、ここ数年目まぐるしい環境の変化になんとかついてい

きながら、毎日をバタバタと過ごしていました。そんな中で、音楽を楽しむ事なんて忘

れていました。ふと、きらら通信のピアノコンサートが目に留まり、息子の成長につな

がればと思い参加しました。始まってみればピアノの音色と共に私のココロが弾みはじ

めました。息子もめずらしく集中して演奏を聴き、周りの動きと併せて、ぱちぱち拍手

をしだしました。途中、ゲスト全員でピアノに合わせて NiziU のなわとびダンス♪息子

はピョンピョンと体を動かして楽しんでいます。子供向けの演奏だけではなく、大人も

楽しめるような選曲で忙しい毎日の疲れを忘れ楽しみました。

また、この季節にピアノで聴くクリスマスソングは格別。とても素敵な演奏でした。

親子で音を楽しむ。音楽、そこには私と息子の笑顔がありました。言葉はなくても、一

緒に音を楽しみ、感じる事の出来る貴重な時間となりました。

Ｓくんのママ



≪おもちゃ図書館きららにあるよ≫

木のおもちゃ紹介
木のおもちゃは好きですか？

自然な素材で温もりを感じられますよね～

今回紹介するのは『ネフスピール』という名前の積み木です。

赤青緑黄色、リボン型、見た目にも特徴的ですね。

スイスのネフ社 創始者のクルト・ネフ氏（元々は

家具職人）が初めて作ったおもちゃです。

家具よりもネフスピールが売れるようになって

しまった為、おもちゃ作りに専念し始めたそうな…。

木のおもちゃで有名な“ネフ社”の原点がこの積み木。高

品質で 「小さなお子さんから大人になるまで生涯現役で

楽しめる魔法の積木」 と

６０年以上も世界中で愛され続けています。

なんだか複雑な形で積みにくそうにも見えますが、斜めにカットされた部

分がかみ合うので赤ちゃんでも積み上げやすいです。

適当に３～４個つかんでグシャットと乗せただけでオブジェのような

すてきな形ができます。

２つのピースだけでも積み方が何通りもあります。バランスをとった高度な積み方ができて

小学生以上の子どもたちにも遊びこめる積み木です

かなり前ですが、愛知県おもちゃ図書館連絡協議会の研修で

ネフ社のデザイナーだった相沢康夫さんの積み木ショーを生で

見たことがあります。そのことを思い出して、ネットで検索したら…

みつけました～♪ 相沢康夫 TOY ちゃんねる の You Tube を！

積み木おじさんこと相沢さん、今も変わらずお元気で楽しい

パフォーマンスを披露してみえました（すごいわぁ～数もたくさんある！）

ネフスピールをはじめ、ネフ社の積み木たちが、積み木の概念を超えて

すごくおもしろい遊び方ができることがわかっていただけると思うので

興味のある方はぜひ動画をご覧ください(^^♪
ボラ 平野



ミニプラネタリウム 作ろう♪ 遊ぼう♪

色や光が大好きな子どもたちにおすすめ パート５

スマホのライトを使ってカラフルな星空を楽しめます

【材料】 黒画用紙・千枚通し・はさみ・セロテープ・油性カラーペン

【作り方】 ①黒の画用紙に直径 20 センチ

くらいの丸を書きます。

(コンパスやお皿を使って)

②写真のように型紙を切ります。

③穴をあけていきます。大きい穴や小さい穴、いろんな大きさの星があるとおもしろいですよ。

(型紙の下にダンボールやスポンジを置いて穴あけすると安全です)

④型紙を裏返して、穴の上に

テープを貼っていきます。

かさなっても大丈夫！

(穴をふさがないようにたくさん)

その上から油性マジックで

星に色を付けていきます。

こんな感じ～

⑤型紙の端っこをくるっと引っ付けたら

テープでとめて山にします。 使っていない

これでできあがり♪ スマホがあれば

ストローで柱を立て

て乗せると安定し

暗い所でスマホの光に 遊びやすいと思い

かぶせてみると… ます

テープが中側です とってもきれいです お試しください(^^)



2022 年 1 月に行ったアンケートのコメントです。

・自宅にないおもちゃを、試して遊ぶことができるので、楽しんで使っているおもちゃを

選んで買う事が出来るので、選択肢も増えて助かります。

・おもちゃを通して、子ども達や保護者が気兼ねなく過ごせる場があってありがたいです。

・おもちゃが沢山あり、子どもも喜んでます。

・たくさん遊べていい。

・家にないおもちゃであそべる。

・月～金まで自由におもちゃを借りたり、遊べる場所があることは、利用者には利用者し

やすく、とても恵まれていると感謝しています。ボランティアにとってもゆったり活動

ができます。

・床が寒い。（あそんでいる時）

⇒以前は広くマットを敷いていましたが、車のおもちゃ等で走ると削れて粉が付くとご意

見をいただきました。今あるマットは動かせるので、日なたに持って行って使用して頂い

ても良いと思います。コロナ禍の為、換気もしております。寒い事もあるかもしれません

が、ご協力をよろしくお願いいたします。

・木のおもちゃが多いのがとてもいいので、種類を増やしてほしい。

⇒木のおもちゃは、良いおもちゃが多く好きで選んでいます。収納スペースを考えながら、

また購入していきたいです。

・ボールを転がして遊ぶおもちゃのボールが無かった。（おもちゃが揃ってない）

・ボタンが壊れていて、遊べないおもちゃがあった。

・電池を入れても動かないおもちゃは下げておいてほしい。

・おもちゃ図書館利用者ですが、もう少しおもちゃに電池が入っていると良いなと思いま

した。

⇒電池を入れっぱなしにすると、おもちゃが壊れやすい為、遊んだ後は電池を抜いて頂

く様にお願いいたします。電池箱に入っている電池が使えない時や、動かないおもちゃ

がある場合はひかり職員までお声かけください。



・駐車場の入り口が狭い気がします、工夫が必要ではないかな。

・駐車場の入り口や車の並べ方などが改善できると良いです。

・駐車場の停め方をわかっていない人がいる。

⇒駐車場入り口については、ポールの撤去など検討中です。駐車場の車の並べ方について

は、随時声をかけさせて頂きます。

・自宅にあって使わなくなったおもちゃ、絵本を寄付できる機会があるといい。

⇒収納スペースが少ないので、おもちゃ図書館では頂けない事になっていますが、何かあ

りましたら職員までお声掛けください。

沢山の方に、アンケートにご協力を頂きました。

ありがとうございました。



おもちゃの貸し出しカードより・・・

くろくまくんの10まで数えてバス
Ballino
クロッケン

バスはとても楽しんで遊んでました。
取り合いもありましたが順番待つことが
少しできるようになりました。
　

　　　　あさひ学園　かるがも組

木の三輪車
くろくまくんの10までかぞえてバス

嬉しそうに抱えて持って帰りました。
ソファの下などに車を出したり入れたり
しながら楽しんで遊びました。

　　　　　　　　　　　　Y様

R1-2
16-19

兄弟(娘、４歳、息子、０歳７か月)で
同じおもちゃで遊ぶ姿が見受けられました。
特に娘はエデュコのおもちゃが気に入った
ようで夢中で遊んでいました。

　　　　　　　　　　　　N様

車(RANGE　ROVER)

おもちゃを壊さないかヒヤヒヤしていましたが
楽しそうに乗って遊んでいました。
とても気に入ったみたいなのでまた
借りたいです

　　　　　　　　　　　　　H様

シルバニアファミリー
　家１つ、人形２つ
木の乗り物

男の子なんですが前からシルバニアファミ
リーに興味があったので今回お借りしました
人形を階段に登らせるなどして遊んでいまし
た。
木の乗り物は家の中で乗るにはちょうどよい
大きさだったので机の下などに潜り込んで
遊ぶなど新たな遊び方を見つけて嬉しそうで
した。

　　　　　　　　　　　H様

車(RANGE　ROVER)２回目

楽しそうに乗って遊んでいました。

　　　　　　　　　　H様

きららでは、おもちゃの消毒、点検、
整理を定期的にやっておりますが、
【壊れている】【部品が足りない】
など、お気づきになった方はご報告　　　
　　　頂けたらありがたいです。

よろしくお願いします(=^・^=)



最近、買って良かったもの。①【布団乾燥機】今年の冬は本当に寒くて、冷え切った布団に入ると眠さもふっ

とぶほど。でも贅沢かしら・・・と迷いに迷った末にようやく購入。決め手となったのは、使っている友だちの

「バツグンに快適！」の一言。②【ファン付き LED ミニライト】洗面所の天井のライトを替えることになった。ネ

ットで調べていたら、扇風機とライトが合体しているものを発見！これを付ければ、夏場のお風呂上りに汗だ

くになって着替えることもなくなる！と小躍りして即買い。早くこいこい夏よこい。③【洗濯機置き台 キャス

ター付】洗濯機の後ろに、よく物を落とす。そのたびに、物差しを突っ込んでホコリまみれになったソレを苦労

して取り出すことに。そのストレスを一気に解消してくれた優れもの。重い洗濯機もスルッと動くから掃除も

ラクラク。相変わらず物は落とすけれど、恐るるに足らずといった感じで余裕たっぷり。（ひらて）

◆五味 太郎 作 岩崎書店

6vX@”yb NO.98

◆Miya Uni 作 角川書店

◆たしろ ちさと作 ほるぷ出版

きみは しっている

◆阿部 結 作 白泉社

しろいおひげ

なにたべた？

ね た ふ り

ゆうちゃん

せかいいち

まじめなレストラン

だれかのために、いっしょうけんめ

い料理をする、イタメーニョさん。

フレッシュりんごジュースをたの

まれたら、はしごを

持ってりんごをと

りにいくといっ

たぐあいに。なにしろ

イタメーニョさんは、まじめで

ゆうちゃんは、いつもねたふりをするの。

いつもおかあさんがきて、だっこしておふとん

にいれてくれるから。いろんなところで、ねたふ

りをするゆうちゃんに、

思わずわらってしま

います。やわらかな

やさしい絵に

ほっこりします。

いただきまーす

おやおや？おくちに

しろいおひげ なにたべた？

あかいおひげや、つぶつ

ぶおひげ、いろんなおひ

げがでてきます。

みんなもきっと、こんな

おひげをつけたこと、あ

るんじゃないかな？

ここはひろい荒野。コンドルくんが、じぶんのお

肉をかくします。そして、だれにもとられないよ

うみはっていてと、いま、この本をよんでいる

“きみ”に、たのみます。ところが、

つぎのひに、お肉をたべ

ようとすると、ない！！

ぬすんだのはだれだ！

この本をずっと

みていた“きみ”は

しっている・・・はず！？

、

すから。今日もあさから、おきゃくさんのため

に、うでをふるいます。


