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すすきが風に揺れ、刈り取りの終わった田では稲藁が束ねられて置かれ、すっかり秋本番となっ
てまいりました。
１０月はいろいろな施設や団体で、バザーや文化祭などの行事が多く、たくさんのボランティア
依頼が入ってきます。それぞれに対応できるかと案じるまでもなく、積極的にお手伝いを申し出て
くださり、大変ありがたく思っております。また、そのような行事はほとんどが土日に集中してお
り、休日に奥様が外出されることに深いご理解を示していただけるご主人様方に心より感謝申し上
げます。ボランティアは家族の理解なしにはなかなか続けられるものではございません。これから
も深いご理解をよろしくお願い申し上げますと共に、できればご主人様方にもボランティアいただ
ける機会を作ってまいりたいと存じます。
また１３日には Salon

de

Musubi が無事船出をはじめました。新しいことをはじめるとい

うことは、多くの批判を浴びながらのことで、大変勇気の要ることです。しかし、それ以上に多く
の皆様方の力強い支えがあってこそ、こうして大海原に乗り出すことができたのだと思います。ど
うもありがとうございます。これからもみんなで力を合わせて、アステに定着させ、さらに意義あ
るものに発展させて、無理をせず長く続けられるようにしたいものですね。

ボランティアルームは、
会員みんなのためのお部屋で
す。
図書も充実していますし、い

◆サタデーコンサート（アステ）
11 月 21 日（土）

17：00～20：30

若干名

ケーキとコーヒーの接待 等

ろいろな情報も得られます。
ご希望の方にはちょっとした
手仕事も用意してあります。
いつでもお気軽にお立ち寄り

◆ケナフ・プロジェクト（アステ）
11 月

８日（日）

10：30～13：30

３名

15 日（日）

〃

３名

ください。

昼食準備
◆ボランティアルームの図書整理

随時

［新入会員紹介］
広瀬辰子さん

◇お申し込み・お問い合わせは事務局までご連絡下さい

豊田市高岡町流川 36―2
☎52―5236
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ミッドナイトハイク ’98
９月１９日夜から２０日の早朝にかけて市内
を歩く 42.195 ㎞と、今回から取り入れられた 15
㎞のコース。小学生の坊や、草履履きの茶髪の青
年、ご年配の方、ご夫婦で、友人同士でと 220
名を越す参加者がありました。
私達ボランティアは第三チェックポイントで
ある 25 ㎞地点の亀首児童館で夜食の用意をしてお待ちしました。最も早い到着は午後 11 時、最終の方
がここを発たれたのが深夜 2 時、初めてのお手伝いで不安もありましたが、まったく疲れを感じません
でした。深夜のコースをゴール目指して頑張って歩く姿に感銘を受け、来年は 15 ㎞のコースに参加し
てみたいと思いました。
参加者から、
「ボランティアの『お疲れ様』
『ご苦労様』の声と、おむすび、うどん、冷たい麦茶は本
当にありがたかった」との声をいただきました。また、ボランティアのあたたかい声掛けに励まされ、
リタイア者が少なかったようで、少しでもお役に立てたことをうれしく思いました。

９月２４日(木)、前日からの雨が心配されましたが、会員・職員２８名で、長浜の黒壁スクエアに出
かけました。目的地に着いたころには小雨となり、レトロな町並みをゆったりとした中で、ガラス館、
オルゴール館、戦国時代を思わせる大通寺等………楽しく散策できました。

Salon de Musubi

が１０月１３日オ－プンしました。

憩の家の武本理事長、オープンにあたって大変ご尽力
いただいた小島元理事、豊田壽子名誉会長にもお越しい
ただき、簡単なオープニングセレモニーの後、参加者
５３名でボランティア心づくしのお料理を楽しみなが
ら、和やかに交流いたしました。

次回は１１月１２日（木）です。
３０食限定ですので、お申し込みはお早めに！

ああああああ
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木々の葉が赤や黄色に色づき始め、休耕田や空き地ではたくさんのコスモスが私達の目を楽しませ

てくれ、秋も日毎に深まってまいりました。
１1 月もまた、10 月に引き続きいろいろな施設や団体で、バザーや文化祭などの行事がありまし
たが、多くのボランティアの皆様にご協力いただき感謝致しております。おかげさまで、先々で大
変喜んでいただき、皆様方のお力を大変ありがたく思っております。また、どこの施設も企業や学
生のボランティアがたくさん活躍していて嬉しく思いました。みんながごく自然にボランティアで
きるようになるといいですね。
10 月から始まりました Salon

de

Musubi

も大好評で 2 回目のチケットもまたたくまに完

売してしまいました。心がこもっていることに加えて、お値打ちということが人気の原因ですが、
その裏にはお野菜等をせっせと差し入れてくださる方々のおかげを忘れてはならないと思ってお
ります。そしてそれはたいていご主人様のお力添えによるもので、かげであたたかく支えてくださ
っているご主人様方に心より感謝申し上げます。
今年度の行事も残り少なくなってまいりましたが、この通信をよくお読みくださいましてこれからも
ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

バザーのお知らせ
２月２日（火）
新年交流会

１月１３日（水）

今回はみんなでいろいろな芸を出し合って

入

１月 12 日（火）～17 日（日）

値付け

1 月 26 日（火）～28 日（木）

搬

楽しい新年交流会にしませんか？
歌、舞踊、楽器演奏（大正琴、三味線など）

◆その他の主な予定
12 月 13 日(日) 大掃除

個人でも、グループでも
自薦、他薦、ふるってご参加を！
（５分程度）

◇事務局までご連絡下さい
しじきとくこ

志自岐説子さん

豊田市上原町西山 652－3
☎45‐3795
グループ名 福寿園

18 日(金)

Salon de Musubi

19 日(土)

サタデーコンサート

23 日(水)

つくしクリスマス会

2 月 20 日(土) サタデーコンサート
27 日(土) 光の家コンサート
未定

鈴木秀子氏講演会

3 月 14 日(日) ボランティア交流会
20 日(土) サタデーコンサート
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施設や病院のバザー、文化祭などにたくさんのボランティアが活躍しました。
10／4

福祉フェスタ

体育館でコーヒーの販売をしました。夏を思
わせる気温となり「ホットコーヒー」は売れ
行きが心配になりましたが、呼び込み、出前

10／10

など行い、好結果を売る事ができました。

AHI オープンハウス

国際的な雰囲気の中で、エスニック料理
のご馳走の後のボランティアのお茶の

10／11

サービスがとても喜ばれました。

光の家バザー

何日も前から入所者、家族、後援会、ボランティ
ア、職員が一緒になって準備を進めたバザー、作
品展示･即売、模擬店など、当日はたくさんのお客

10／18

様で大盛況でした。地域のかたがたに光の家を知

台風 10 号のため棒の手会館に変更にな

っていただくいい機会でした。

り、体育館で 5・6 人のグループに分か

福寿園ピクニック

れ、家族も一緒にゲームをしたり、歌っ

10／14

たり、外出することの少ない入所者にと

ホスピスボランティ

って楽しい 1 日になりました。

ア紫苑バザー
近隣にお住まいの方、シルバーホー
ムまきばの方、患者さん、そして合

11／1

間には職員の方々も次々とのぞいて

みなみ福寿園フェス
タ

品定め。また、喫茶コーナーでは手
作りケーキにコーヒー、紅茶。

穏やかな晴天に恵まれ、大津由子歌

雨模様も吹き飛ぶ温かい時が流れま

謡ショー、楽しい昼食、バザー、作

した。

11／3

無門学園バザー

好天のもと盛大に行われ、37m
の長巻き寿司が集まった大勢の
方たちに振舞われました。豊田

品展などがあり、気持ちよくお手伝
いさせていただきました。9 月から
全員で作り続けた 99 年のカレンダ
ーもすてきに完成していました。

ボランティアはコーヒーコーナ
ーを受け持ちました。

11／14・15

豊田養護学校

文化祭
11／15

福寿園文化祭

1 日目の学習発表会では、見事なで

デイサービス利用者とペアになり、手作りの

きばえに日頃の先生、お母様方の努

味ご飯に舌鼓を打ったり、バザーを楽しんだ

力がしのばれ胸が熱くなりました。

り。

一番の楽しみは原田直之歌謡ショー。

その他作品展示やバザーなどもあ

目を輝かせ、手拍子を打ちながら歌う姿に、

り、ボランティアの受け持ったコー

いつもとは違ったお顔を拝見しました。

ヒーショップも大繁盛でした。
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暖冬のお蔭でしょうか、紅葉したもみじがいまだにしっかりと葉をつけて私達の目を楽しませてくれ
ています。師走に入り何かと気ぜわしくなってまいりました。猫の手も借りたいほどの忙しさの中で、
少しでも時間を見つけてボランティアに励んでくださいます皆様方に、心より感謝申し上げます。
皆様方がそうして貴重な時間を割いてくださいますお蔭で、今年も無事に滞りなく終わろうとしており
ます。どうもありがとうございます。年が明けますと、またいろいろな行事がございますが、引き続き
よろしくお願い申し上げます。
どうぞよいお年をお迎えくださいませ。

来年度の登録についてお願い
今回、通信と共に来年度の登録用
紙をお届けしました。９９年１月末

新年交流会 １月１３日（水）
９：３０ 受付
１０：００ 開会
かくし芸大会

日までにまとめたいと思います。
つきましては、お顔を拝見しなが
ら、ご説明した上で、記入していた
だきたいので、１２月・１月にアス
テの作業や、何かのおついでの時
に、登録費 1000 円を添えてお申し
込みくださいますようよろしくお

歌
１２：００ 昼食
１３：００ 福笑い（プレゼント）
１４：００ 閉会

会費

１０００円

◇申込みは 12／22 までに事務局までご連絡下さい

願い申し上げます。

バザーのお知らせ
◆その他の主な予定

２月２日（火）
入

１月 12 日（火）～17 日（日）

値付け

1 月 26 日（火）～28 日（木）

搬

福袋を販売します。
お楽しみに！！

2 月 16 日(火)

鈴木秀子氏講演会

20 日(土)

サタデーコンサート

27 日(土)

光の家コンサート

3 月 14 日(日)

ボランティア交流会

20 日(土)

サタデ－コンサート

〃

愛知国際病院
ホスピス病棟開所式
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あけましておめでとうございます。
暦どおり、寒の入りと共に冬将軍の到来で厳しい寒さが続いておりますが、年明けはあたたかく穏やか
な三が日でした。この一年、豊田ボランティア協会もあたたかく穏やかに過ごしたいものですね。
早速１月１３日には、新年交流会で６９名の会員の皆様と共に
楽しく和やかな一日を過ごす事ができました。
普段のお付き合いでは見られない
かくし芸をご披露いただいたり、
歌に、ダンスに、ゲームにと
もりだくさんのプログラムで、
皆様のうちとけた笑顔が印象的でした。

来年度の登録についてお願い
先回、通信と共に来年度の登録用紙をお届
けしました。１月末日までにまとめたいと思
います。つきましては、お顔を拝見しながら、
ご説明した上で、記入していただきたいの
で、アステの作業や何かのおついでの時に、
登録費 1000 円を添えてお申し込みください
ますようよろしくお願い申し上げます。パン
フレットもございますので、お知り合いの
方々にもご紹介いただきますよう、あわせて
よろしくお願い申し上げます。

バザーにご協力を！
献品を受け付けています。
収益金はＡＨＩ,幼い難民を
考える会、ホスピスなどに寄
付されます。２日の当日には、
楽しみながら、たくさんお買

講演会のお知らせ

い上げくださいますようよろ
しくお願い申し上げます。

よりよい人間関係のために
講師 鈴木秀子氏（聖心女子大学教授）

2 月 18 日(木)

2:00~4:00

豊田産業文化センター小ホール
入場料

500 円

チケットは事務局でお早めにお求め下さい

◆その他の主な予定
3 月 14 日(日)

ボランティア交流会

20 日(土)

サタデ－コンサート

〃

愛知国際病院
ホスピス病棟開所式

4 月 23 日(金)

総会
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立春を過ぎても日本列島は厳しい寒波に包まれておりますが、陽射しの中に心なしか春の兆しを感じ
るようになってまいりました。ここアステは外の寒さとは打って変わって常春、ボランティアの皆様方
のおかげでいつもあたたかい空気に包まれています。このあたたかさを大切に、それぞれの活動で、
また、さらにアステの行事を盛り上げるためにもがんばりましょう。
これからもご協力をよろしくお願い申し上げます。

来年度の登録について
皆様方のご協力を得まして、１月
末日までにほとんどの方が登録を済
ませてくださいました。厚く御礼申
し上げます。なお、まだお済ませで
ない方も随時受け付けておりますの
でご都合のよろしい時にお出かけく
ださいませ。また、パンフレットを
どんどんご活用いただきまして、お
知り合いの方々にもご紹介いただき
ますよう、あわせてよろしくお願い
申し上げます。

バザーにご協力を
ありがとうございました！
多くの方々からたくさんの献品をいただ
き、また当日は会員の皆様がたくさんお買い
上げ下さいまして、目標の百万円を少し超え
る収益を上げる事ができました。心から感謝
申し上げます。
収益金は予定どおり、ＡＨＩへ２０万円,
幼い難民を考える会へ１０万円、ホスピスの
建設資金に５０万円、コロンビア地震の義援
金に５万円寄付させていただきました。そし

てボランティアの活動資金として、パンフレ
ットの作成に当てさせていただきました。

ボランティア交流会のお知らせ
今年度初めての事業として、アステを基盤に活動しているボランティアグループ
の相互理解と交流を深めるために開催されます。活動グループのそれぞれ趣向を凝
らした紹介や、手作り料理の昼食をはさんで、自由な話合いなど、和やかな楽しい
1 日にしたいと思っています。是非ご参加ください。

日時
3 月 14 日（日) 10:00～15:00
場所
アステ
参加費 300 円（昼食代）
一人でも多くご参加いただき、盛り上げてくださるようよろしくお願い申し上げます。
幹事さんは参加人数をまとめて 2 月 18 日までに事務局へお知らせ下さい。
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春爛漫の季節となってまいりました。３月１４日のボランティア交流会、２０日のホスピス開所式が
済み、無事１９９８年度の行事をすべて終えることができました。ご協力をいただきました皆様方に心
より感謝申し上げます。
ボランティア交流会では、アステを基盤に活躍してい
るボランティアグループがお互いに活動を紹介し、理解
を深める目的で行われましたが、熱心な説明に加えてパ
ネル展示や体験コーナーなども用意され、それぞれが認識を新たにし、意義ある一日を
過ごすことができました。

また、Salon

de Musubi による昼食は大

変好評で、交流会を一層和

やかなものにしてくれました。

ホスピス開所式ではパーティーのお料理を豊田ボランティア協会が担当させていただきました。前日
と当日たくさんのボランティアが腕によりをかけてくださったお蔭ですばらしいお料理が出来上がり、
出席者のみなさまから大変お褒めの言葉をいただきました。記念すべき式典にこのような形で彩りを添
えさせていただけましたことを感謝したいと思います。また、一年がかりで製作してまいりましたパッ
チワークのベッドカバーを 20 枚寄付させていただきました。たくさんの方々がホスピスへの様々な思
いを込めて一針一針さしていただきましたことで患者さん方にあたたかさをお届けすることができ、少
しでもお気持ちを和らげることができましたら嬉しく存じます。製作の準備をしてくださいました方、
最後のキルトをしてくださった方々、大変だったと思いますが、本当にありがとうございました。
このように無事一年を終えることができたわけですが、私達が楽しくボランティアさせていただける
かげにはアステの職員の皆様方の助けがあることを忘れてはならないと思います。ボランティアの送迎
や荷物運びなどの力仕事、目に見えない所でも数知れずお世話になっているお蔭でボランティア活動が
スムーズにできますことを心から感謝せずにはいられません。

総会のお知らせ
日時
４月２３日（金) １１：００～１３：００
※楽しい企画を考えています。お楽しみに！
昼食代
３００円
出席のお返事は４月１５日までに事務局まで

