
日立市で「シエアライフを心豊かに生きる」ことを目指し活動しているボランティアグループ
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1正|ひたちおもちやの病院

ひたちおもちやの病院

ひたちおもちやの病院です。

こわれたおもちや捨てないで !! おもちやドクターが修理します

各家庭で壊れてしまつたおもちゃは修理をするところがなく捨てられてし

まっていたが、何とか生き返らせようではないかと楽習会の中の丼戸端会議
で話題となつた。

平成 15年 2月 に設立準備が始まり、同年7月 に設立され活動が開始され
た。

子供たちの喜ぶ笑顔を想い、同時に「物を大切 にする気持 」を持つ

て貰うことに心がけて活動をしております。

口おもちゃドクター  18名
(男性 16名  女性 2名

平成 30年 4月現在)

■日本おもちゃ病院協会 日立市ボランテイアグループ連絡会へ加入
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修理依頼時のお願い

折れた部品やネジ、説明書や必要な乾電池、テレビゲームなどはソフ トを一緒にお持ちください。

扱うのは子供のおもちやのみ。弾の出るビス トルなど、危険性のあるおもちゃや時計・カメラ・家電品などは扱いません。

[費用]病 院協力金 (おもちゃ 1個につき) 200円
交換部品が必要な場合は部品代実費が加わります。

おもちやの病院マスコッ ト「Jベアー」

トビックス

・ 令和01年 12月   茨城新聞ichat2019年 12月 号におもちゃの病院活動が紹介される

・ 令和01年 7月 20日  エコフェスタひたち2019に参加

・ 令和01年 7月 02日 事情により6月をもつて「さくら診療所」は閉所といたしました。

新たに「成沢診療所」を立ち上げました。

・ 令和01年 5月 22日 第 15回 ドクター総会を実施

・ 平成 31年 3月 10日 かえつこバザール2019に参加

・ 平成 31年 1月 31日 読売新聞にひたちおもちやの病院が紹介されるく記事>(PDFフ ァイル)

・ 平成 30年 7月 21日  エコフェスタひたち2018に参加

・ 平成30年 5月 21目 第 14回 ドクター総会を実施

・ 平成 29年 7月 22日 エコフェスタひたち2017に参加

・ 平成 29年 5月 29日 第 13回 ドクター総会を実施

・ 平成 28年 5月 23日 第 12回 ドクター総会を実施
0平成 28年 4月 3日 茨城新聞日曜版におもちゃの病院院長小林勇作さんの

インタビュー記事

・ 平成 25年 10月  県知事賞を受賞
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が載る。 (PDFフ ァイル )
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・ 平成 23年 9月 10日発行 ぱんぱん297号に小林院長のインタビュー記事が掲載される。
(詳しくは

″
ぱんぱん

″
誌をご覧ください)

・ 平成 22年 10月 県社会福祉協議会表彰

・ 平成 20年 10月 22日 日立市社会福祉協議会より積極的にボランティア活動に参加し、福祉の向上に寄与したことで表彰された。

診療所紹介

0日立市内に6個所の診療所を開設し、各診療所

各診療所を紹介します。

1回 /月修理診療をおこなつています。近 くの診療所に壊れたおもちゃを持参 ください。

‘

”翻
踏

｀` 哺、出

惑



″

十二交流センター    第 1水曜日 13130～ 15130
■―■|,1,「||

連絡先 山本三男 電話 09061896244

田尻交流センター    第 1土曜日 13130～ 15:30
lt=夕う,1考:

連絡先 樫村文夫 電話 09034078371

福祉プラザ 大会議室  第 3火曜日 13:00～ 15:00
中■ i,療 II

ひたちおもちゃの病院      連絡先 平田順― 電話 08033506245

各診療所  1回 /月        成沢交流センター    第 4金曜日 13:00～ 15100
成派 :::1多 療]i

連絡先 山本完,台  .電 話 08012471749

塙山交流センター    第 3水曜日 10100～ 12100
ヽ出i=療 Ⅲ

連絡先 1西原: 功 電話 09031320545

大みか交流センター   第 2火曜日 13:00～ 15100
■,■■■

連絡先 岩本 浩 電話 09077142412

おもちゃの病院全体のことや緊急時には、山本院長 電話 09061896244 まで連絡 ください。

・ 紹介用チラシも参照ください。 (:|:中〕i■ li=■
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)

:  _         ■: ・、 ‐ |  ・  ,  :・

・ 平成 23年 10月 2日 百年塾フェスタ2011に参加し、シビックセンターマープリレホールでおもちゃの病院を開設。その様子

・ 百年塾フェスタ2010に参加して

修理品ギヤラリー

最近の修理品

診療カルテの部屋

この部屋では過去のカルチを集積し検索出来るようにしてあります。現在お預かりしているおもちゃの修理に役立ててください。

この部屋に入るためにはパスワードが必要です。 ここからお入りください。
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