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スローガン
―― ボランティアのみなさんと力をあわせてより良い社会を築いていきます ――
★公益事業１

豊かな人間性を涵養するボランティア理解と普及に関する事業

事 業 名

内

容

ボランティアカフェ（月１）

様々な分野の人と語りあいボランティアのきっかけとなる場の提供

Let’s 防トレ(6/24)

地域防災力強化、災害ボランティア育成を目的に地域と連携し開催

あすての日(12/11)

設立記念日に賛助企業や関係者の皆様へ感謝と報告の集いを開催

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営 （毎日）
月刊通信「むすび」発行

活動をわかりやすく紹介し、ボランティアへの理解を高める

広報・記録

情報や記録を内外に受発信

★公益事業２
ものづくり
慰問活動

共働グループ

地域の健全な発展のために活動するボランティアグループに対する支援に関する事業
間伐材を生かした器具を製作し、施設などへ寄付
木づかい
チェロを楽しむ会、翡翠太鼓、
百花、連理、ｸﾞﾙｰﾎﾟﾁﾁｶｶ、卯月、
福祉施設や保育園、学校などへ出かけ、
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙひまわり、ﾊｰﾓﾆｶｶﾙﾃｯﾄ、
演奏、舞踊、遊びなどで慰問
ﾃﾙの会、天風、彩和可一座、綾

関係団体協力活動

無門学園、アジア保健研修所（AHI）など、関係団体イベントへの協力

チ
ャ
リ
テ
ィ
｜
活
動

売り手、買い手の双方が楽しみながら社会貢献できる場として手作り
品の市を毎月１０日に開催

ﾁｬﾘﾃｨｰ 10 日市
募金・収集ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
Cup & plate for the
Worldwide smile
ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄ
ﾁｬﾘﾃｨｰ絵画展

BPS、ピノキオ
火俱野姫、ﾋﾟﾉｷｵ、ｾﾗﾄﾞﾘｱｰﾄ、
花水木、ふーちゃんﾈｯﾄ、若葉、
ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟ、Cherry blossom

ﾐﾆﾊﾞｻﾞｰ、収集物（ﾍﾞﾙﾏｰｸ、切手、外国ｺｲﾝ、ﾊｶﾞｷ、文具）による寄付
あすてらんちや Café Aste を利用することが世界中の笑顔につなが
るように
音楽を通して難民や東日本大震災復興への支援
曽剣雄氏絵画展の開催 （6/1-3）

Salon de Musubi、ﾅｲｽﾌﾞﾚｯﾄﾞ、
若林そばの会
MAYWINKTAS
華豊の友

災害支援活動

災害時には必要な支援を迅速に行う

福祉活動

障害者や高齢者に対する支援活動

まねき本舗、短歌きさらぎ

子育て支援活動

子育て戦隊ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰなど父親、母親への支援
読み聞かせ、児童への教育支援

環境整備活動

草取り、花壇整備、季節の飾付等施設内環境整備、４S 活動

豊田市男性保育師連盟、
パパレンジャー同窓会
生き生き体操、紅あじさい、高美、
しんあい、エーデルワイス

★公益事業３

多文化共生を推進し、国際相互理解を図るための国際交流・国際協力及び外国人支援に関する事業

国際スポーツ交流会
(第 2 土 PM)
盆踊り
ﾎｰﾑｽﾃｨ受入（5/19,20）

スポーツや和太鼓を通して外国人と日本人の交流会

ｽﾌﾟﾗｯｼｭ S、BPS、連理

盆踊りを通して国際交流

連理

「21 世紀東ｱｼﾞｱ大交流計画」事業によるﾌｨﾘﾋﾟﾝからの大学生の受入

国際交流

学生の自主企画、中国語、陶芸、を通した国際交流活動

AUE-S、ACSC、陶夢

チャレンジアジア
（12/24-31）

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱでのボランティア活動を通して真の国際交流・協力できる人材
養成

あカンて

難民支援活動 (6/17)

映画上映、ﾁｬﾘﾃｨｰﾊﾞｻﾞｰ、パネル展を通して難民の現状を理解し、支
援の輪を拡げる

MAYWINKTAS、ﾏﾛﾆｴ、あカンて

中国植林活動

中国の砂漠化による黄砂防止のための植林活動

華豊の友

日本語教室

とよた日本語学習支援システムによる日本語教室の開催 （火・日）

日本語

日本文化体験デー
（第 2 土 AM）

外国人対象に気軽に日本文化に触れる機会の提供とイベントの開催

日本文化

日本文化見学会

外国人対象に身近な日本文化を知る機会の提供

★公益事業４

地域の健全な発展を図るために必要な担い手づくり及び児童・青少年の育成に関する事業

ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト
（5/12-3/16）
勤労青少年支援
★その他
企業研修の受入

豊田市との共催で、繊維、自動車、陶芸の３つのテーマのものづくりの技と心を子どもたちへ伝承
9 年目
勤労青少年に対する相談対応、指導などを随時実施
賛助企業の研修の場、機会の提供

気軽にボランティアマインドを広げよう！

テーマ

ゲストスピーカー

市長と語ろう！
こんな街にしたい

太田稔彦
豊田市長

アメリカの歴史を変えた
黒人女性

名古屋学院大学名誉

梶原 壽（ひさし）氏
教授、(社)「愛知いの

“いのちの電話”を
ご存じですか？

ち電話協会」評議員
を経て、養成委員

チャリティー

カレンダー

日時
4/22(日)
10:00～
11:30
5/16(水)
13:30 ～
15:00
6/20(水)
13:30 ～
15:00

４～ ５ 月

＊参加費無料・要申込（あすてへ）

4/2,3 月火 なぜ？なぜ？鍛冶屋入門
「鉄・工場見学＆ﾍﾟｰﾊﾟｰﾅｲﾌづくり」
4/10 火
チャリティー10 日市
4/14 土
なぜ？なぜ？ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会
4/22 日
ボラカフェ 10:00～11:30
ゲスト：太田稔彦 豊田市長
4/28 日～5/6 日 ＧＷ長期連休
5/9 水
フィリピン大学生ﾎｰﾑｽﾃｨ説明会
5/10 木
チャリティー10 日市
5/12 土
日本文化体験＆スポーツ交流会
なぜ？なぜ？はじめの式
5/16 水
ボラカフェ 13:30～15:00
ゲスト：梶原 壽 氏
5/19 土,20 日 フィリピン大学生ﾎｰﾑｽﾃｨ受入
5/24 木～26 土 企業研修受入
5/26 土
子育て戦隊 ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ講座①

多 文 化 共 生

◆3/15 東日本大震災講演会「復興に向けて」：チェロを楽
しむ会の共催により東日本大震災復興支援を目的とした
講演会を開催。講師は東北地元紙「東海新報社」記者の
木下繁喜氏。大震災についてやこの 1 年間の復興への経
過状況などを被災者自身から聞くことができたこの講演会
は大変有意義でした。会場内では震災の写真展も同時開
催されました。参加者 77 名。◆3/10 チャリティー10 日市：
出店 11 ブース、参加者 120 名。売上総額 89,510 円、寄
付総額 27,410 円。マーケットライブは日中友好を目指す
「華豊の友」の歌や踊りで大いに盛り上がりました。

外国人に日本文化を体験してもらおうと以下の２事業が行
われました。◆3/2 ひなまつりクッキング：Cherry Blossom
との共催でひな祭りにちなんだちらし寿司などの料理教
室を開催。参加者は 3 ケ国（イギリス、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ブラジル）
9 名。◆3/11「日本文化体験デー」：着物の着付、茶華道、
琴、空手、和太鼓、折り紙など全
11 ブースで日本文化を紹介しま
した。参加者は 10 ｹ国（中国、タイ、
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾍﾞﾈｾﾞｴﾗ、ブラジル、トルコ、
台湾、インド、仏）の 107 名。ボラン

ティア：52 名

→振袖姿のタイ人参加者

～～2011 年度 寄付実績報告（’11.4/1～’12.3/31）～～

国 際 交 流 ・ 協 力
◆3/18 チャレンジアジア 2011・カンボジアボランティア報

★あすてボランティア 総額：1,377,983 円

告会：テーマごとの活動報告の後、手作りケーキとカンボ

内訳：ミニバザー、Ｃａｆｅ Aste、あすてらんち、10 日市(1 部)

ジアコーヒーで交流会をしました。参加者 25 名、募金

寄付先：東日本大震災、セカンドハーベスト、名古屋いのち

5,006 円（来年度ｶﾝﾎﾞｼﾞｱﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ遊具作り資金積立へ）

の電話、国連ＵＮＨＣＲ，難民教育基金、幼い難民を考える

◆華豊の友 1/13：日中国交正常化 40 周年を祝う名古屋

会、アジア保健研修財団、チャレンジアジア現地活動

春節祭にて中国舞踊と歌謡を紹介。3/17：NPO 法人多

★チャリティー10 日市 総額：290,673 円

文化共生ﾘｿｰｽｾﾝﾀｰが実施する中国帰国者との「新春交

出店数（延）：１１７ブース、参加人数（延）：１，０５２人

流会」で通訳と中国舞踊等の披露。帰国者 10 名参加。

寄付先：東日本大震災、児童虐待防止、チャレンジアジア

3/25：県主催「愛・地球博記念ﾓﾘｺﾛﾊﾟｰｸ春まつり」で

現地活動、国連 UNHCR、難民教育基金、ホスピス､ベトナ

麗水（ﾖｽ）万博（今年開催）を記念し日中韓交流参加
そ の 他

ムストリートチルドレン支援、中国植林活動
★収集ボランティア
ベルマーク

仕分け後お渡し

切手
外国コイン

5,100 ｇ
紙幣

16 枚

コイン 1,295 枚

財）オイスカ（環境・教育）
キリスト教海外医療協力会

日本ユニセフ（医療支援）

書き損じハガキ

285 枚

日本ユネスコ（識字教育）

新品タオル

126 本

こどもの里（ﾎｰﾑﾚｽ支援）

ペットボトル
キャップ

25kg

認定ＮＰＯ法人「世界の子

（12.5 人分ﾜｸﾁﾝ）

どもにﾜｸﾁﾝを」日本委員会

◆3/12「感謝のつどい」：日ごろからご支援いただいてい
る企業様に対するお礼を申し上げると共に、よりあす
てを身近に感じて知っていただくために「感謝のつど
い」を開催しました。参加者 134 名。
慰
問
◆2/25 ハーモニカカルテット：ﾃﾞｲｹｱﾊｳｽすまいる駒場に
てﾊｰﾓﾆｶ演奏。参加者 40 名。◆3/16 テルの会：老人ﾎｰﾑ
「さわやかの丘」にて「早春のつどい」と題してｵｶﾘﾅ
演奏、ﾏｼﾞｯｸｼｮｰなどを披露。◆3/18 グルーポ・チチカカ：
老人保健施設「東海橋苑」
（名古屋）にてﾌｫﾙｸﾛｰﾚ演奏。

