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大分におもちゃ病院　“ドクター”無償で修理大分におもちゃ病院　“ドクター”無償で修理大分におもちゃ病院　“ドクター”無償で修理大分におもちゃ病院　“ドクター”無償で修理

　壊れたおもちゃをボランティアで修理する「大

分おもちゃ病院」が７日、県内で初めて大分市

に開院する。

　機械いじりが好きで手先の器用な「おもちゃド

クター」２４人が勤務。ドクターになるための資

格はないが、日本おもちゃ病院協会（東京）の

講座で基本技術を学ぶなどして、昨年２月から

準備を進めてきた。

　本部を置く県総合社会福祉会館（大分市）には“診察室”がないため、商業施

設や公民館に出向く。

　当日は持ち込まれたおもちゃの症状を聞き取り、持ち主と相談しながら修理

方法を決める。部品の交換には部品代が必要。修理が難しく、数日かかる場

合は後日手渡す「入院」になることもある。エアガン、テレビゲームの本体とソ

フトなどは対象外。

　事務局長の寺司健一さん（６５）は「おもちゃは大切な宝物。新しいものを買う

のは簡単だが、出来る限り元通りにするので、大事に使ってほしい」と話してい

る。

　７日は大分市王子新町の大分西部公民館で、２０日は同市玉沢のトキハわ

さだタウン２階のおもちゃ売り場付近で、いずれも午前１０時～午後３時、受け

付けは正午まで。問い合わせは寺司さん（０９０・７４５９・０９１５）。

　２１日は午前１０時～午後２時、中津市大貞のダイハツ九州アリーナ、受け付

けは午後１時まで。問い合わせは矢岡修さん（０９０・７３９５・１４０９）。

（2013年4月5日  読売新聞）

【社会】アパート一室に４１歳女性遺体、夫から事情聞く (4月7日 17:17)

【企画・連載】おもちゃドクター、高崎清治さん６４　おもちゃを直すのはなぜです

か？モノを大切にする心育てたい (2月25日)
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[2013年04月08日 09:42]

　壊れて動かなくなったおもちゃをボ

ランティアで修理する「大分おもちゃ

病院」が開院し７日、大分市王子新

町の大分西部公民館で１回目の

“診療”をした。若い家族連れなどが

乗り物のおもちゃや鳴き声を出す動

物の縫いぐるみなどを次々に持ち

込み、おもちゃドクターたちが手際

良くよみがえらせていった。

　全国組織の「日本おもちゃ病院協会」の講習や研修を受けたドクター２６

人のうち、この日は大分、佐伯、豊後大野の３市から計６人が出動。音の出

なくなった車のおもちゃの配線をはんだごてでつなぎ直すなど、てきぱきと

直していった。

　病院本部は県総合社会福祉会館（大分市）に置くが、診察室はなく出張

で診る。本年度はトキハわさだタウン（同市）で毎月第３土曜日に開く他、大

分西部公民館、ダイハツアリーナ（中津市）でも予定。「おもちゃへの愛着を

深めてもらうきっかけになれば」と三ケ尻研一会長（６３）。

　問い合わせは三ケ尻会長（ＴＥＬ０９０－５０２７－１７８１）か寺司事務局長

（ＴＥＬ０９０－７４５９－０９１５）。
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