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テーマ“

共に築こう笑顔の世界 ” 2011 年度実施事業のご紹介

事業名

No.

概

１
２

チャレンジアジア

３
４
５

ものづくりボランティア育成

ものづくりなぜ？なぜ？

パパレンジャー
勤労者・外国人グループ
活性化

要

共働グループ名

カンボジアでのボランティア活動とそれを支える活動
ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトのボランティア
として子どもたちを支える
ものづくりの技を活かし、社会貢献活動を行なう
園児の父親が積極的に子育て参加する環境を作る
勤労者や外国人が主体となっているグループの活動が
活性化するようにつとめる
勤労者とボランティア活動を結び付ける企画の実施
ボランティア全般の啓蒙につながる事業の企画・実施
災害時の対応や防災・防犯に関する取り組み
AHI,無門学園、光の家、梅ヶ丘学園、学校などあすて関
連団体からのボランティア要請に応える
演奏、上演、手作り品の寄付など福祉施設などからの
慰問要請に応える

あカンて
ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト

パパレンジャー、パパレンジャー同窓会

６
７
８
９

勤労者のボランティア研修

10

慰問活動

11

あすてチャリティ 10 日市

10 日市に出店し、その収益を社会貢献に役立てる

火俱野姫、あおい、ｻﾛﾝﾄﾞﾑｽﾋﾞ、翡翠、ﾅｲｽﾌﾞ
ﾚｯﾄﾞ、MAYWINKTAS,花水木、若林そばの会
ｶﾚｲﾄﾞｽｺｰﾌﾟ

12

あすてらんち

昼食作りを通してあすての活動者を支える

あおい、生き生き体操、ｻﾛﾝﾄﾞﾑｽﾋﾞ、翡翠太
鼓、ﾅｲｽﾌﾞﾚｯﾄﾞ、若林そばの会

13
14
15

日本語学習支援

マロニエの会

国際交流・理解

外国人の日本語学習のサポート
外国人のための日本文化体験事業の企画・実施・協力
国際交流や理解に関する事業の企画・実施・協力

16

環境美化

あすて内外の環境美化活動

火俱野姫、あおい、しんあい、紅あじさい、
高美
※たすき活動は全グループ

17
18

環境教育・保全

自然環境の保全や生物多様性などの環境問題への取組
障害者・高齢者など社会的弱者の支援活動

火俱野姫

一般へのボランティア研修
災害救援・防災・防犯
関連団体事業への協力

日本文化体験

保健・福祉

まねき本舗
ｻﾛﾝﾄﾞﾑｽﾋﾞ、ﾋﾟﾉｷｵ､ﾏﾛﾆｴ、BPS
火俱野姫、響樹太鼓、ﾁﾁｶｶ、翡翠太鼓、ｱﾝｻ
ﾝﾌﾞﾙひまわり、連理、テルの会、短歌きさら
ぎ、天風、卯月、ﾏﾛﾆｴの会、竜神太鼓、ﾊｰﾓ
ﾆｶｶﾙﾃｯﾄ、若林そばの会、BPS,百花の会

翡翠、花水木、竜神、若林そば、ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ
華豊の友、ｽﾌﾟﾗｯｼｭ、翡翠太鼓、ACSC,ﾏﾛﾆｴ
の会,MAYWINKTAS 竜神太鼓、あカンて、BPS

まねき本舗

ものづくり館 1F のリニューアルに伴い、素敵な木工室ができました。
今後はものづくりボランティアの拠点として活用していきます。

募 集！

《 2010 年度

寄付実績報告 》（2010.4/1～2011.3/31）

◆あすてボランティア
寄付総額：1,250,000 円
内 訳：ミニバザー、Café あすて、グループ、個人
寄付先：東北地方太平洋沖地震、ハイチの会、
（社福）名古屋いのちの電話、こどもの里、
国連 UNHCR、難民教育基金、NPO 法人幼い難民を
考える会、AHI(㈶アジア保健研修財団)、
◆チャリティ 10 日市 2010 年度実績報告
寄付総額：195,502 円
出展数（延べ）：111 ブース
参加人数（延べ）：956 人
寄付先：国連 UNHCR・難民教育基金、NPO 法人幼い難民
を考える会、豊田市社会福祉協議会（災害、福祉）、AHI
ｸﾘｽﾏｽ正月募金、児童虐待防止、特別支援学級との交流、
ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｽﾄﾘｰﾄﾁﾙﾄﾞﾚﾝ、東北地方太平洋沖地震

◆収集ボランティア
ベルマーク
文 具

22,772.7 点
ダンボール 2 箱分

(財)オイスカ
（環境・教育支援）

(鉛筆、ノート、ペン等)

使用済み
切手

3240ｇ分

外国コイン

コイン 688 枚、
紙幣 7 枚

書損じﾊｶﾞｷ

245 枚

新品タオル

116 枚

㈳日本キリスト教海外
医療協力会（医療支援）
㈶日本ﾕﾆｾﾌ協会
（医療支援等）
㈳日本ユネスコ協会連
盟（識字教育支援）
カトリック大阪大司教区
こどもの里（ﾎｰﾑﾚｽ支援）

４月・５月の予定

4/ 1 2011 年度個人登録受付開始
4/10 、5/10 チャリティ 10 日市 (9:30～11:00)
4/29～5/5 ＧＷ長期連休
5/19 チャリティコンサート・東北地方太平洋沖地震支援

外国人対象に
A Day of Japanese Culture
3 月 13 日（日）あすて主催で「日本文化体験デー」を開催
し、市内近郊から 17 ヶ国約 150 名の外国人が参加しました。
内容は、茶道、華道、書道、着物の着付け、琴、空手、和太
鼓、握り寿司、折り紙、和紙人形、竹細工、風呂敷、手打ち
そばの 13 コーナー。ほとんどのコーナーはあすてに登録し
ているグループや個人のボランティアが講師となって紹介し
ましたが、中には寿司職人や空手道場による本格的な体験
もありました。
また、11 日に東日本を襲った「東北地方太平洋沖地震」で
被災された多くの方の悲しみを想い、少しでも力になろうと会
場内で募金活動も行われました。

3/27 チャレンジアジア 2010 ・カンボジア報告会
今年度のカンボジア参加者 6 名が事前研修から現地での活動までを報告した後、
「不公平」「貧富の差」について考えるワークショップを行い、25 名が参加しました。
参加者はグループに分かれて、メンバーが手作りしたカンボジアのさつま芋の菓子を
どう分けるかに絡めて、公平な世の中の実現について考える機会を持ちました。
3/ 8
日本語学習支援クラスのフィールドワークとしてトヨタ自動車元町工場とトヨタ会館見学 30 名参加
3/10
チャリティ 10 日市 7 ブース、約 70 名参加
3/1～25 ものづくり館 1F リニューアル工事 今後ものづくりボランティアの拠点として始動

あすてグループ
3/17 World Cuisine

「タイの料理と歌」

日本語学習支援クラスで学ぶタイ人を中心としたメ
ンバー12 名がタイ料理を披露してくれました。メニュ
ーはタイカレー、卵料理、カボチャとココナッツミルク
のデザート。食後にはメンバーの一人が日本とタイの歌
をギターの弾き語りで歌ってくださる一幕もあり、タイ
の雰囲気を満喫したひとときでした。

3/19 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトおわりの式
今年度の受講生 75 名とボランティア 110 名が集い、
表彰、感謝状授与の後、映像で一年の活動を振り返り、
車・織・農・陶に分かれてお別れ会を行ないました。
終了後は、自動車チームがレストア
した 2 台のパプリカとゴーカートを
基に作製した「夢の車」の試乗会も
行なわれました。
3/23 チェロを楽しむ会
老人ホーム「さわやかの丘」（大府市）にて慰問演奏会
3/29 翡翠太鼓 寿恵野小学校学童保育で演奏と交流
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東日本大震災

今年 3 月 11 日、東日本を襲った大震災は津波と原発事故を伴い、多くの犠牲者と悲しいドラマを生み
出してしまいました。一方で、日本中はもちろん、世界中で東日本の復興を願って力強い支援の輪が広
がっていることもまた事実です。
あすてでも、ボランティアグループが復興支援のために何かできないかと、チャリティーの童謡コン
サートや中国雑技団の公演を自主企画しました。被災地で今も困難の中にある方々のために祈りを込め
て企画した手作りイベントです。一人でも多くのみなさまのお越しをお待ちしています。
関連
イベント１

月

日（木） 10:30 開演

会場：あすて

出演：宮内麻理さん
（2010 年度全国童謡歌唱コンクールで２度目の金賞受賞、豊田市在住）

伴奏： 徳川葉子さん（豊田音楽家協会会員、豊田市在住）
曲目： 青い眼の人形、ゆりかごの歌、大きな木はいいな（コンクール金賞受賞曲）、他
※チケット 500 円（コーヒーと手作りお菓子付）
主催 ： MAIWINKTAS , あすて
★このイベントは、多くの皆様のご協力により、チケット完売いたしました

関連
イベント２

月

日（土） １８:００開演

会場:カバハウス
( 丸山町 10-5-1 ☎24-1100 )

内容：中国民族芸術団による雑技、京劇、声楽、竹笛演奏
※チケット料金：1500 円、あすてにて取扱中
主催：華豊の友、あすて

後援：中国駐名古屋総領事館、公益財団法人豊田市国際交流協会

募金活動

受付窓口で募金を募ってきました。その結果、4
月末までの間に 70 万円を日本
赤十字社を通じて大震災復興
のために寄付できました。
今後も継続する予定ですので、
ご協力お願いします。

５・６月の予定

地震発生後よりイベント時や

5/10 チャリティー10 日市 9:30 ～
ライブ：難民映画会のプレ上映会 10:00～
5/19 チャリティー童謡コンサート （復興支援・茶菓付）
5/29 子育て戦隊パパレンジャー 「PaPa パワー」
6/10 チャリティー10 日市 9:30～
ライブ：アンサンブルひまわり弦楽演奏 10:00～
6/18 中国雑技の夕べ （復興支援） 18:00～
6/25 子育て戦隊パパレンジャー「パワフルとうちゃん」
難民映画会「OUR LIFE」 僕らの難民ｷｬﾝﾌﾟの日々(ﾋﾞﾙﾏ)

募集

お父さんが子育てを楽しめば家族が笑顔になる！
目指せ！親子遊びの達人！作ろう！パパ友の輪！

大人気の連続講座（全 5 回）

日 時

内容・応募要領
○対象：

１．PaPa パワー

5/29(日)10：00～12：00

２．火と水の祭典

8/20(土)1５：00～20：00

３．自 Q 自足だよ…運動会

9/24(土)9：00～13：00 （予定）

４．仮面舞踏会

12/18(日)9：00～12：00

５．男祭り

2/25(土) ９：00～12：00

一回講座

○興味のある方どなたでも

Ⅰ．パワフルとうちゃん
Ⅱ．ｻﾌｧﾘﾊﾟｰｸだよ！全員集合

3～5 歳児の父子
○定員： 先着 60 組
○参加費： 各回親子で 500 円
○場所： あすて
○募集期間： 5/21（土）～5/2８（日）※定員になり次第終了
○その他： 原則全参加
参加者には「子育て戦隊パパレンジャー入隊賞
タオル」進呈

6/25(土) 10：00～12：00
10/9(日) 10：00～15：00

主催：豊田市男性保育師連盟(ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ:あすて登録ｸﾞﾙｰﾌﾟ)

○Ⅰは申込み必要：募集期間

5/28（土）～6/19(日)

家庭でできる親子遊び、3～5 歳児父子、無料
移動動物園、親子参加（年齢不問)、一家族 500 円

共催・申込み：あすて、内容詳細→http://toyotadanporen.iiyudana.net/

4/10 チャリティ 10 日市

4/2 Salon de Musubi

桜の美しい季節。ご近所の老人ホーム「ひまわりの街」 4 月の 10 日市の出展は 13 ブース、約 100 名が来場。
の高齢者とボランティアさんがあすてを訪れ、お花見を 今が旬の掘りたて筍のコーナーには長蛇の列ができまし
楽しみました。Salon de Musubi が、呈茶のサービスをし た。今月は中国グループが大活躍！水餃子、チャーハン
てくださり、目だけでなく味覚も心も満たされました。 や小物を出展したり、マーケットライブでは、12 歳の天
才古箏奏者・楊萱銘さんの演奏や ACSC(Aichi Chinese
Smile Club)の歌や踊りなど披露
していただきました。
5 月 10 日予定：難民映画会のﾌﾟﾚ
上映会とサンドイッチとコーヒー
の販売（MAYWINKTAS）もあります。
＊収集ボランティア活動

4/21 World Cuisine

神星グループはグループ内各社に

日本の庶民の味・たこ焼きランチ

呼び掛けてあすて収集ボランティア

を作って下さいました。お店に負

活動にご協力いただきました。

けないくらい絶品の味でした。

グルーポチチカカからもベルマーク

4/22 アンサンブルひまわり

をたくさんいただきました。

「愛の家」ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ（高岡町）

4/7 生き生き体操 あすてらんち

にて管弦楽演奏会。水戸黄門の

で豆腐ハンバーグなど野菜中心の

テーマ曲が喜ばれました。

食事を作りました。普段から健康に

4/23

気遣うグループならではのバランスのとれたランチでした。

鼓演奏をしました。パパレンジャー同窓会 昨年度の講座

4/ 9

卒業生が初の自主企画「父子でイチゴ狩り」を実施しました。

テルの会 若園小学校区富士子供会の新入生歓迎

連理

しんあいが

とよた苑（五ケ丘）の創立記念式典にて太

会にてマジックショーとオカリナ演奏をプレゼントしました。
4/ 10 日本語学習支援日曜コースの総合クラスがﾌｨｰﾙﾄﾞﾜ
ｰｸとして学習者 6 名とボランティア 7 名とで豊田市防災学習
センターを訪れ、地震体験や防災について学びました。
4/ 16 ものづくりなぜ?なぜ?プロジェクトこのプロジェクトを

活動実績（2010 年 4 月 1 日～2011 年 3 月 31 日）
登録グループ
登録者数

陰で支えるボランティアの説明会に約 100 名が参加しま

館内外活動総数

した。5/14「はじめの式」からいよいよスタートです！

あすてらんち提供

４７グループ
６４８名
１,５５８回
２００回（4,761 食）・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 724 名
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難 民
支 援

第 2 回あすて
難民映画会
―

月

僕らの難民キャンプの日々

日（土） 1４：００～

入場無料（要整理券・あすてにて配布中）

―

会場：あすて

チャリティーバザー開催 (13:00～14:00)
申

込：メールか電話にてあすてまで

あすては、国連 UNHCR 協会や NPO 法人幼い難民を考
える会などを通して世界の難民を支援する活動をしています。
昨年 10 月にあすてで上映し、好評をいただいた「ウォー・
ダンス」に引き続き、今回 2 回目の映画会を行ないます。
【内容】中央政権と少数民族の間で 60 年以上も戦争が続く
ビルマ。長引く戦争でカレン族内部での戦いもはじまりました。
「戦いはなぜ終わらないのか」難民キャンプで生活する子ど
もたちや教育現場を長期取材しながら、その理由を追ってい
くドキュメンタリー映画です。ぜひご覧ください。

震災
復興支援

東日本大震災復興支援

チャリティーイベント

月

日（土） １８:００開演

内容：中国民族芸術団による雑技、京劇、声楽、竹笛演奏
チケット料金：1500 円、あすてにて取扱中
会場：カバハウス
主催：華豊の友、あすて
（丸山町 10-5-1☎24-1100）
後援：中国駐名古屋総領事館、公益財団法人豊田市国際交流協会

父親の
子育支援

月

日（土） 10:00～12:00

内容 ： 「パワフルとうちゃん」
対象 ： 3～5 歳児の父子

男性保育師による父親と子の遊び指導

参加費：無料

申込：6 月 19 日（日）までにあすてまで
6/10

時
内

間 ： 7 月 21 日（木）１７：００～２０：００
容 ： 盆踊り、フリーダンス、
食事・飲物販売コーナー
（餃子、ドリンクなど）
参加費 ： 無料

６・７月予定

外国の方と共に楽しむ盆踊り！

チャリティー10 日市 9:30～
ライブ：アンサンブルひまわり弦楽演奏 10:00～
6/18 中国雑技の夕べ （復興支援） 18:00～
6/25 子育て戦隊パパレンジャー（１０：００～）
「パワフルとうちゃん」
難民映画会「OUR LIFE」（１４：００～）
～ 僕らの難民ｷｬﾝﾌﾟの日々(ﾋﾞﾙﾏ) ～
７/5･6 外国人研修生対象日本文化体験ﾂｱｰ
八丁味噌（岡崎市）の見学と学習
7/10 チャリティー10 日市 9:30～
7/2１ 国際盆踊（BOOM BOOM BON DANCING）

みなさんのご協力を心より感謝いたします
5/19 あすて＆MAYWINKTAS
チャリティー
避難所へ間仕切り届ける
このコンサートは復興支援のために急遽 MAYWINKTAS
あすてが福祉団体 AJU から要請を受けたことに伴い、
によって企画されたもので、全国童謡コンクールで 2 度
ボランティアと職員 10 名が参加して東北の避難所にダ
の金賞を受賞された市内在住の宮内麻理さんが公演依頼
ンボール製の間仕切りを届ける活動を行ないました。
に応えて下さり、実現したものです。徳川葉子さんのピ
大震災から 2 ヶ月以上が経ち、被災地ではプライバシ アノ伴奏で日本の童謡を中心に約 20 曲を歌って下さい
ーのない避難所生活にも限界が来ており、被災者の半数 ました。宮内さんの明るい人柄で会場は終始和やかな雰
囲気でした。
は壊れかけた自宅に戻って生活をしている現状です。
コンサート後は MAYWINKTAS の手作りケーキとスター
そこで、名古屋市港区のメイワ㈱の倉庫でダンボール
製の間仕切りを 2 日間で 400 セット作り、その一部をト バックス社の社会貢献事業で提供していただいたコーヒ
ーを楽しみました。
ヨキン㈱の協力により４t トラックで新潟県三条市の避
来場者 147 名、寄付金 118,244
難所などへ送り届けられました。
円は日本赤十字社を通じて東日
本大震災復興支援に寄付させて
いただきました。
5/13・20

あすて ＆ AJU ＆ トヨキン㈱

あおぞら保育用の人形とボールの作成
「幼い難民を考える会」では、慣れない避難所生活で
▲セットを作るボランティア

▲トラックで東北へ出発

緊張や我慢を強いられている子どもたちをストレスから
解放するために被災地でボランティアによる「あおぞら
保育」を実施しています。その遊具の一つとして手作り
の人形とボールの作成をあす
てが依頼されました。ご協力
いただいたのは BPS,しんあい,
短歌きさらぎ、ﾃﾙの会、生き生

▲避難所で組立▲（右）プライバシーの確保ができた避難所

5/29 子育て戦隊パパレンジャー講座（５回）始まる！
あすてを会場に豊田市男性保育師連盟により昨年はじめ
て開催された父親の子育て支援を目的としたﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ

き体操、花水木の皆さんです。

ものづくり館リニューアル、ただ今整備中！
ものづくり館は 3 月に改装工事を
終え、大型の木工機械も入りました。

講座は 60 組の父子が参加し大好評をいただきました。今年 これまでの「さくら工房」は「木工機
度の講座は夏期の休日変更の影響を受けながらも 50 組以

械室」と改名し、玄関左側には新し

上の申込みがありました。様々な事情で参加しにくいお父さ

く「工作室」ができました。現在、

んのために今年は 1 回講座も用意しています（前 P 参照）。

ものづくりボランティが環境整備中！ ▲安全に使えるよう整備中

5/8/10

日本語学習支援教室（火・日）： 第 4 期開講
学習者：火曜 10 名、日曜 12 名でスタート
5/10 チャリティー10 日市
7 ブース、寄付金：14,695 円（震災復興などに寄付）
5/14 翡翠太鼓 ： グループホーム「いやしの里ハナモト」
（花本町）で和太鼓演奏。
5/26～28 新明工業㈱ マネージャー研修

5 月より新職員となりました兼子博樹
（かねこひろき）です。あすてで活動さ
れている皆さんのパワーに日々感動し
その活動に少しでもお役に
立ちたいと願っています。
また、あすてでの出会いや
交流を楽しみにしています。
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楽しみながらボランティア！！外国人の日本語学習のお手伝い

募集!!
あすてでは昨年度から在住外国人を対象に日本人
パートナーとマンツーマンで日本語を学ぶ教室を開
催しています。2 年目の今年度は学習の場を教室外へ
も拡げ、社会見学に出かけたり、日本文化体験事業を
行なったりとますます内容も充実しています。
現在、学習のお手伝いをして下さるパートナーを募
集中です!! 関心のある方、ご応募お待ちしています。
❉日 時：①火曜 10:00～11:45 ②日曜 13:30～15:00
❉資格等は不要、あすてボランティア登録（\500）が必要

8月
募集開始 !

～ どんな出会いがあなたを待っているのだろう ～
今回で 4 回目となる「カンボジアボランティア」では、現地 NPO を通じて小学校や保
育園との交流事業や奉仕作業、織物などの職業訓練所の視察などを実施してきまし
た。今年度は 8 月に内容を発表し募集します。関心のある方は、要チェック！
期

間 ： １２月２４日（土）～３１日（土）

内

容 ： 現地の教育支援、環境整備、視察など

７/5･6

国際交流盆踊り！
時 間 ： 7 月 21 日（木）１７：００～２０：００
内 容 ： 盆踊、ﾌﾘｰﾀﾞﾝｽ、日本舞踊、中国笛演奏
中国・タイ料理などの飲食販売コーナー
場 所 ： あすて ※参加費無料、申込不要

八丁味噌（岡崎市）の学習と見学

７・８月 予定

Boom Boom Bon Dancing

外国人研修生日本文化体験ツアー

7/10

チャリティー10 日市 9:30～
ライブ：アイリッシュハープ（加藤由紀氏）
日本舞踊（由彦会）

7/2１

国際盆踊（BOOM BOOM BON DANCING）

8/10～19 夏期連休
8/20

パパレンジャー「火と水の祭典」

8/22

東日本大震災被災児童支援イベント（予定）

8/30・31 外国人研修生日本文化体験「字手紙と三味線」

6/18

華豊の友 震災支援チャリティーイベント
]

日中友好を目指すあすてグループ「華豊の友」は今年 3
月に起きた東日本大震災の復興のためにこのイベントを企

6/21 日本語教室 火曜クラス 日本家庭料理実習
学習者の要望に応えて日本家庭料理を学びました。内
容は事前に日本語サポーターと献立と手順を考え、店に出
向いて材料を買出し、調理。特売品の買い方のアドバイス
も。メニューは天ぷら、お好み焼き、焼鳥、ちらし寿司など。

画しました。華豊のチャリティーイベントは、今回で３回目。
これまでにも 08 年中国四川省震災復興、09 年上海万博宣
伝のためにコンサートや雑技団公演会を開催してきました。
09 年の雑技団の本格的な公演が大変好評で、今回はその
リピーターの方も多くお越しいただき、入場者数は 620 名と
満席でした。アクロバティックな演技の他に獅子舞、中国風
コメディー、京劇、笛演奏、歌、踊りなど盛りだくさんの内
容。それに加え、大震災の映像を流しながら国境を越え、
想いを一つにして支援しよう、との呼びかけもありました。
また、中国駐名古屋総領事館・
王領事も応援に駆けつけて下さり、
最後までご観覧いただきました。

▲領事（中列右から 3 人目）を中心に記念写真

6/8 若林そばの会 さわやかの丘にて手打ちそば
メンバー４名が、老人ホーム
さわやかの丘（大府市）を訪問
し、手打ちそばの実演と振舞い

6/25

MAYWINKTAS ＆マロニエの会 第 2 回難民映画会
-僕らの難民キャンプの日々-

昨年 10 月にご好評いただいた難民映画「ウォー・ダンス」
に引き続き、今回はビルマ難民キャンプで暮らす子ども達を
取材したドキュメンタリー映画会（直井里予監督）を行いまし
た。映画の前にはマロニエの会によるチャリティバザーを開
催。また映画会後にはスターバックス社の社会貢献活動とし
て提供いただいたコーヒーで歓談の時を持ちました。
寄付金： MAYWINKTAS の会場募金 16,201 円とマロニエ
の会バザー売上金 53,920 円を国連 UNHCR 協会へ。
6/25 パパレンジャー 父親の子育て支援講座
男性保育師による父親の子育て
支援を目的としたこの講座は、5
回連続講座の他に、気軽に参加
できる 1 回講座を 6 月と 10 月の 2
回開催します。6 月の内容は新聞
紙やタオルなど身近なものを使っ
て家でも応用できる親子遊び。25
組の父子が参加しました。

が行われ、入居者約 80 名に

あおぞら保育用の人形とボール 被災地へ届けられる
楽しんでいただきました。
「幼い難民を考える会」(CYR)は被災地の子ども達のた
めに現地で「あおぞら保育」を開設しています。そこで
*百花の会：5/20 さわやかの丘にて太極拳の演技と指導
使う遊具の作成をあすてボラン
*響樹太鼓：5/21 日進市中央福祉ｾﾝﾀｰﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽで演奏
ティアに呼びかけたところ、5
*ﾊｰﾓﾆｶｶﾙﾃｯﾄ 5/28 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽ・ｴﾝｼﾞｮｲﾊｳｽわいわい
月末で人形 4 体とボール大小
*BPS ：6/15 老人ﾎｰﾑすまいる駒場にて車イス補助
24 個が完成しました。CYR 名古
*チャリティー10 日市： 6/10 9 ブース、寄付金：20,850 円 屋支部を通してあおぞら保育に
届けられました。ご協力を心よ
（震災支援など）、ライブ：アンサンブルひまわり弦楽演奏
り感謝いたします。
▲CYR 名古屋の高木氏に渡された人形達
*翡翠太鼓 ： 6/3 老人ﾎｰﾑ豊寿園にて和太鼓演奏
6/4 高橋地区七夕祭りに向けて子ども達に和太鼓の指導
*テルの会 ： 6/15

老人ホームワンズビィラ池鯉鮒、

6/29 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ愛の家にてオカリナ演奏とマジックショー
*紅あじさい：玄関の花壇を夏の花に植え替えました

節電の夏！グリーンカーテンで涼しく！
館南側にゴーヤのグリーンカーテンが設置
されました。ボランティアさんの協力でネット
を張り、手作りの自動水まき装置まで付けら
れました！ ありがとうございます！

ｖoｌ. 110 2011 年 8 月 1 日発行
編集・発行：財団法人 あすて
〒473-0911 豊田市本町本竜 43 http://www.aste-toyota.jp
Tel：0565-52-0362
Fax：0565-52-0363

今年度で 4 回目となる「チャレンジアジア・カンボジアボランティア」の目的は、内戦
の混乱から復興途上にあるカンボジアの現状を知り、「私たちに何ができるか」を仲間
と共に考え、行動することにあります。これまでに延べ 27 名の若人が現地を訪れ、
様々な経験をし、それを今後の人生のいろいろな場面で活かそうとしています。
今年度は下記の要領で募集します。 Now ! Let’s Charenge !
【実施期間】
【活動地】
【内容】

2011 年 12 月 24 日（土）～12 月 31 日（土）
カンボジア（首都プノンペン近郊）
①事前研修 ②現地での活動（NPO 法人「幼い難民を考える会」（CYR）が支援する保育所の
教育環境整備、小学校での交流会など） ③事後報告会

【参加費】
【定員】

12 万円（航空券代・現地費用・宿泊費・事前研修費など）
7 名程度
※20～40 歳までの健康でボランティア意欲が高く、協調性に富み、事前・事後研修に参加できる方
※あすてに会員登録（年 500 円）が必要です

【申込方法】

申込書を郵送またはメールにて提出 ※申込用紙はホームページからダウンロードできます

【締め切り】

2011 年 9 月 18 日（日）必着

【今後のスケジュール】
＊選考面接

9 月 23 日（金・祝）

＊事前研修 10 月 1 日（土）～8 回程度

＊現地活動

12 月 24 日（土）～12 月 31 日（土）

＊報告会

2012 年 3 月下旬
学 び

交 流

協 力

たすき活動

8/9

募集！

＊持ち物 ： 軍手、手袋 （カマ等の道具はあすてで準備）
＊場 所 ： あすてと相談 ※詳細は事務局まで

8/10～19 夏期長期休館
８・９月予定

あすては利用者の皆様による清掃活動（たすき活動）で
環境が保たれています。ただ今、あすて内で勢力を増強
させている雑草の草取り大作戦を実施します。活動前後
の 10 分間を活かして、あすてをきれいにしましょう！

夏期長期休館前日につき利用は午前のみ

8/20

パパレンジャー「火と水の祭典」

8/22

東日本大震災被災児童支援イベント
共催：社会福祉法人「みどりの里」

8/30

海外研修生日本文化体験デー
「字手紙と三味線に挑戦！」

9/10

チャリティー１０日市 ライブ：タイグループの歌

9/23

カンボジアボランティア 参加者選考面接

9/24

パパレンジャー「自Ｑ自足運動会」

も の づ く り

スマイルプロジェクト
◆7/5,6

海外研修生対象に「日本文化体験ツアー」

「岡崎八丁味噌の学習と見学」 あすて主催により、近郊

◆7/23,24 なぜ？なぜ？プロジェクト「宮大工入門」
小学５年～中学３年を対象に「斗組（ますぐみ）を作ろう」

在住の海外研修生を対象に三河地方の伝統食である「八

と題して宮大工の体験を行ない、９名が参加しました。「斗

丁味噌」について学ぶ講座を 2 日間にわたって開催し、

組」とは木造寺院にみられる柱上で深い軒を支える仕組

16 名が参加しました。この事業は日本語学習の一環とし

み。足助の棟梁・藤井利成さんのご指導で慶安寺の斗組

て行なわれ、日本語補助ボラ

の見学や実際の作業をしま

ンティアとほぼ 1 対１で学習し

した。子どもたちは地道な作

たり、八丁味噌料理の実食も

業の繰り返しにくじけそうに

あり、参加者は大変貴重な体

なりながら、最後に斗組が

験をすることができました。

▲八丁味噌の工場見学

◆7/5 日本語教室火曜クラス キューピー工場見学
あすてで日本語を学ぶタイ、中国、台湾、ポーランド、ブ
ラジルからの 32 名と補助ボランティア 8 名で豊田市内のキ

組み上がった時には達成感
を味わうことができました。

▲棟梁の仕事を真剣に眺める子どもたち

そ の 他
◆「ごはん応援箱」プロジェクト

ューピー工場へ見学に出か

震災で仮設住宅に入居できた被災者は、避難所で暮ら

けました。参加者は衛生管理

すのとは違い、生活面で自立することを要求されます。し

の行き届いている工場内と 1

かし、多くの方はまだ自立できる状況が整っていないのが

分間に 600 個の卵を割る機

現状です。そこで、NPO ｾｶﾝﾄﾞﾊｰﾍﾞｽﾄ名古屋などの呼び
かけで、生活に必要な食品を集め箱詰めにし仮設住宅の

械にとても驚いていました。
◆7/26 日本語成果発表会と持

▲工場見学の前の説明会

被災者に直接届ける支援にあすても協力しています。7 月

寄りパーティ ５月から学んできた日本語や社会見学の内

27 日までにお寄せいただいた食品はダンボール 11 箱分

容をそれぞれ B 紙にまとめ発表会。その後は中国・タイ・

となり、8 月 1 日に NPO を通じて宮城県山元町の仮設住

ブラジル・日本の自慢料理がずらりと並んだ持寄りパーテ

宅入居者に届けられます。このプ

ィ。夏休み前に皆で楽しいひとときを過ごしました。

ロジェクトは本年末まで継続され

◆7/19 磐田市国際交流協会から職員 2 名があすて日本

ますので、引き続きご協力をお願

語教室を視察。さっそく日本語パートナーとして加わって

いします。詳細は事務局まで。

いただき、ボランティアを実体験していただきました。

◆あおぞら保育の教材（人形・ボール等）作成協力報告

◆7/21 国際盆踊り ” Boom Boom Bon Dancing ”
日本はもちろん、中国や
タイの料理、歌や踊りなど

NPO 法人 CYR が被災地で開設したあおぞら保育所の
活動に協力するため、あすてボランティアと一部老人クラ
ブ様のご協力を得て下記の通り教材を作成し届けました。

の文化も体験できる多国籍

内 容

人 形

ボール

盆踊りがあすてグループと

5 月末

６

２０

共催で行われました。参加

7 月末

８

２４

６

累計

１４

４４

６

者：200 名
慰

▲言葉を超え一つの輪になり踊りました

小物など

問

◆翡翠太鼓：7/4 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ「とよた苑」七夕まつりで演奏
7/24 老人ﾎｰﾑ「かきつばたの里」（名古屋市緑区）の夏祭
りにて毎年恒例の和太鼓演奏
◆7/8 天風：社会福祉法人「ひかりワークス風鈴」のサマ
ーコンサートにて洋琴・二胡・ｷｰﾎﾞｰﾄﾞの演奏

岩月幹子
あすてとの出会いは 35 周年記念誌「肩書きをはずし
ましょう」の編纂ボランティア。その後 9 年職員として
お世話になりました。今後はボランティアに戻り、
続けてあすてに関わって参ります。
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若き日本人戦場カメラマンの
ハングリーな生き様を追うドキュメンタリー映画

70 年代、激動のインドシナ半島へ単身飛び込んでいっ

うまく撮れたら

た若き日本人戦場カメラマン・一ノ瀬泰造。泰造はその並

持って帰ります

はずれた行動力で、戦場の最前線でカメラを構え、シャッ
ターを押し続けた。世界中から集まったジャーナリストや地

うまく地雷を

元の人々からは親しみを持って「TAIZO」と呼ばれてた。

踏んだら

そんな彼の心を捉えたのは当時反政府軍クメール・ルー
ジュの聖域であった遺跡アン

サヨウナラ！

コールワット。そこは、西側の
ジャーナリストは誰一人として
近づくことが不可能な、いわ
ば「難攻不落」の地だった。

◆と き
◆ところ
◆内 容

10 月 30 日（日） 14:00～16:00
財団法人 あすて
映画会
国際協力活動団体のパネル展
チャリティ販売
◆申込み 入場無料、事前申込み必要（9 月 20 日
からあすてまで ☎0565-52-0362）

入 場
無 料

主催：㈶ あすて 共催：あカンて（ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｼﾞｱ OB & OG）

【実施期間】 2011 年 12 月 24 日（土）～12 月 31 日（土）

★ と き

10 月 9 日（日）１０：００～１５：００

【活動地】

★ ところ

あすて芝生広場

①事前研修 ②現地での活動（NPO 法人

★ 内 容

ふれあい移動動物園

「幼い難民を考える会」（CYR）が支援する

★ 対 象

親子（年齢は問いません）

保育所の教育環境整備、小学校で交流）

★ 申込み

当日直接会場へ※駐車場には限りがあります

【内容】

カンボジア（首都プノンペン近郊）

【定員】

7 名程度(20～40 歳、健康、ボランティア意
欲、協調性、事前・事後研修に参加できる人）
※あすてに会員登録（年 500 円）が必要

【参加費】

１２万円

【申込締切】 2011 年 9 月 18 日（日）必着
※申込用紙はホームページからダウンロード可
【選考面接】 9 月 23 日（金・祝）

九・十月 カレンダー

③事後報告会

9/1
9/10

外国人対象防災講座
チャリィティー１０日市
ライブ：ギターの弾き語り 出演：ミュウ氏（タイ）
9/23
カンボジアボランティア 参加者選考面接
9/24 パパレンジャー「自Ｑ自足運動会」
10/9 パパレンジャー「サファリーパーク！全員集合」
10/10 チャリティー10 日市 ライブ：オカリーナ前林
10/23 親睦旅行 ～岐阜・郡上八幡～
10/30 あすて映画会 「TAIZO」

本館サロンの天井照明が全て LED ライトに変わり、加えて

アジア各国の文化を楽しみながら、

シーリングファン２機も設置され、環境にやさしい仕様に変

お手伝いしませんか？

わりました。

日時：10 月 10 日（月・体育の日）9:30~14:00
場所：AHI（アジア保健研修所・日進市・愛知牧場近く）

４５年前に勤労センター憩の家

内容：麦茶沸かし・呈茶（無料）・片付け

本館として建てられた現ものづ

詳細・申込みは 9/15 までにあすて事務局まで

くり館ですが、老朽化に伴い 9
月中旬まで壁面塗装中です。

⽉

⽇（⽇）

岐⾩・郡上⼋幡 〜 ⼭あいの⼩さな城下町 〜
※詳細はチラシにて

山田竜一郎氏は、あすての公益財団法人格取得に
伴う諸手続が概ね完了したのに伴い、8 月 1 日付でアイシン精機
に戻られました。ご尽力を心より感謝申し上げます。

スマイルプロジェクト

8/5 特別養護老人ホーム「ひまわりの街」で太鼓、演舞、

◆陶夢：外国人に日本の陶芸の面白さを伝えています。

盆踊り 8/6 金谷神社で盆踊り太鼓 8/27 みのり苑夏祭り

現在ブラジル、アルゼンチン、スペインの 8 名と陶芸を楽

◆翡翠太鼓 8/29 小清水小学校学童保育、8/30 竹村小

しんでいます。ただ今、一緒にボランティアして下さる仲間

学校学童保育にて太鼓演奏

を募集中です。活動：毎週金曜日午前中（9 月中は水曜

も の づ く り

日午後）。国際交流と陶

◆8/8 なぜ？なぜ？プロジェクト・自動車チーム：日頃

芸に興味があり、語学が

自動車づくりを学んでいる小学５年生～中学 3 年生 65 名

堪能な方（特にスペイン

が、トヨタ自動車㈱デザイン部の仕事場を見学しました。

語）。あすてに登録（年

そ の 他

間 500 円）が必要です。

◆8/11 火俱野姫：TIA ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・オープンハートの震災

◆8/30 日本文化体験デー「字手紙と三味線に挑戦」：

支援イベント「世界のひとと復興支援」において竹細工コ

企業の海外研修生や日本語教室に通う外国人を対象に

ーナーを出展し、外国の方々に楽しんでいただきました。

「字手紙」と「三味線」などの日本文化を体験する催しがボ

◆8/20 パパレンジャー：男性保育師による父親の子育て

ランティアの協力で行われま

支援講座第 2 回目は「火と水の祭典」と題して、火や水に

した。参加者は中国、タイ、イ

まつわる遊びに親子 50 組が

ンド、トルコの 24 名。各々の

参加し、お父さんも童心に返っ

「夢」を書いた字手紙では「母

て子どもたちと水鉄砲や流し

あいたい」「家 こいしい」「長
なりたい」等の作品がありました。
慰

そうめん、ｷｬﾝﾄﾞﾙｻｰﾋﾞｽﾞなど
▲初めて挑戦する三味線

問

を思いっきり楽しみました。
◆8/22 東日本大震災被災児童支援イベント：社会福祉法

◆竜神太鼓 7/27 南豊田病院夏祭りにて太鼓演奏

人「みどりの里」との共催事業で、豊田市に避難されてい

◆テルの会 7/26,27 デイサービス「のんのん」（知立市）に

る被災家族を招いてバーベキューと流しそうめんを楽しん

てマジックショーと歌謡ショー

だ他、多くのボランティアの協力によりバザー、空手のデ

◆ハーモニカカルテット 7/28：

モンストレーションや盆踊りなどの催し物を行ないました。

ｴﾝｼﾞｮｲﾊｳｽ「わいわい」にてハ

◆8/23～25 新明工業マネージャー研修 13 名：研修の合

ーモニカ演奏◆響樹太鼓 8/2

間には、あすて内の草刈りボランティアもしていただき、環

豊寿園にて太鼓演奏、歌、演舞

▲響樹・ひまわりの街で演奏

境整備にご協力いただきました。
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日ごろは社会のために心を砕き、汗を流し、熱心に活動を

45 年前に設立を志した人たちの理想である、「人が善意

続けていらっしゃるボランティアの皆様に頭の下がる思いで

を持って他者のために時間と能力を捧げるというボランティ

いっぱいです。また、それらの活動を側面よりお支え下さる

アの精神が人々の心の中に植え付けられ、その働きが地域

賛助企業・団体の皆様に厚く御礼申し上げます。どうもありが

のいたる所に広がって住みよい社会になっていく」よう、これ

とうございます。

からも「あいてをおもいやり、すすんでみずから、てとてをむ

このたび、平成 18 年に出され、平成 20 年に改正された法
律によって公益法人制度の大改革がなされました。それに伴

すんで」ボランティアの皆様と共に笑顔に包まれた世界を築
いてまいります。

い、財団法人あすても移行手続きを進めておりましたが、こ

「公益財団法人 あすて」は、次の事業を実施します

のほど認定を受け、10 月より公益財団法人として新しいスタ
ートを切ることになりました。とはいえ、あすては 1966 年に「勤
労センター憩の家」として設立以来一貫して、地域社会に奉
仕することを趣旨として、常に社会のために公益と考えられる
事業を進めていますので、ボランティアの皆様にとっては活
動に変化を生じることは特にないのですが、これを機に心を
新たにして、一層の公益をめざしてまいりたいと考えていま
す。そのため、活動の目的の明確化や報告をお願いすること
もあると思いますので、ご協力をよろしくお願いします。

新カードへ変更手続きのご案内

・
・
・
・
・
・
・
・
・

ボランティア研修事業
ボランティア広報事業
ボランティアグループ活動支援事業（１０日市、慰問、環境など）
国際交流事業
国際協力事業
多文化共生事業
ものづくりを通じた児童・青少年育成事業
青少年支援事業
その他、企業研修など

楽しみながらボランティア！外国人の日本語学習補助

あすての公益財団法人への移行に伴い、利用者登録
カードの更新を行ないます。10 月 3 日以降の利用時に旧
カードと引き換えに新カードをお渡しします。
新カードはプラスチック製のかわいいデザイン。
破損等の再発行には 100 円必要です。

学習者が⽇本⼈とマンツーマンで学ぶ⽇本語教室の
運営をお⼿伝いいただける⽅を募集中です！
❖⽇時：①⽕曜 10:00〜12:00 ②⽇曜 13:30〜15:00
❖資格等は不要、あすてボランティア登録が必要(￥500)

サファリーパークだよ！全員集合！
★ と

き 10 ⽉ 9 ⽇（⽇）10:00~15:00

★ ところ

あすて屋外

★ 内 容

ふれあい移動動物園

★ 対

親⼦（年齢は問いません）

象

★参加費

500 円（1 家族）

★ 申込み

当⽇直接会場へ※駐⾞場には限りがあります

▲
▲
▲
▲
▲

10 ⽉ 16 ⽇（⽇）10:00~15:00
あすてホール
ソフトバレー＆バトミントン
運動のできる服装、飲み物、着替
100 円 ▲ 申込み あすてまで（〆切 10/9）

と き
ところ
内 容
持ち物
参加費

若き戦場カメラマン
一ノ瀬泰造の
ハングリーな生き様を追う
ドキュメンタリー映画
◆と き
◆ところ
◆内 容

10 月 30 日（日） 14:00～16:00
財団法人 あすて
入場無料
映画会
国際協力活動団体のパネル展
チャリティー販売
◆申込み 入場無料、事前申込み必要（9 月 20 日
からあすてまで ☎0565-52-0362）
主 催：（公財）あすて 共 催：あカンて

⽇（⽇）

岐⾩・郡上⼋幡 〜 ⼭あいの⼩さな城下町 〜

＊参加費：5,000 円（バス代、保険代、鍾乳洞⼊場料、昼⾷含）
＊オプション：⾷品サンプル制作体験（別途 1,000 円）
＊旅程：8：30 あすて集合
11：30 ⼤滝鍾乳洞⾒学・昼⾷
15：30 現地出発 18：00 ⼟橋下⾞〜あすて着
＊申込み：参加費を添えて事務局まで

十 ～ 十一月 カレンダー

⽉

10/3

公益財団法人 あすて スタート

10/9

パパレンジャー「サファリーパーク！全員集合」

10/10 チャリティー10 日市 ライブ：オカリーナ前林
10/16 国際スポーツ交流会 ～バトミントン～
10/23 親睦旅行 ～岐阜・郡上八幡～
10/30 あすて映画会 「TAIZO」
11/10 チャリティー10 日市

キャンセルは 10/15 まで

ﾗｲﾌﾞ：カンフー扇(太極拳の演舞)

スマイルプロジェクト

◆9/10 チャリティー10 日市

◆9/1 外国人対象防災講座：「防災の日」にちなんで、海

タイ人弾き語りライブ：日本語教

外研修生とボランティアを対象に防災講座を開催し 33 名

室の学習者だったタイ人・ミュウ

が参加しました。内容は NPO 愛知ネットや名古屋大学の

さんが 10 日市マーケットライブ

協力を得て、日本で地震が多い理由、地震発生後すぐに

でギターの弾き語りを披露。世界中で親しまれている「上

すること、しばらくしてからすること、などをワークショップを

を向いて歩こう」や日本の新しいヒット曲「トイレの神様」な

交えながら全員で考えました。この他に原発についてや

ど日本語によるコメントを交えながら歌って下さいました。

非常食の試食、煙道体験、避

慰

問

難訓練、消火器訓練、振返り

◆ピノキオ（木彫）：老人ホーム「みなみ福寿園」に調理時

と充実した内容の一日でした。

の食材分別用木札を作成し、寄贈◆テルの会 9/16 グル

●参加者の感想

（原文より抜粋）

振返りで避難方法を再確認

3 ⽉ 11 ⽇福島県で震度 9 の地震がおきて、津波もあ
りました。その時私は⽇本語 4 級テストをしていまし
た。とてもおそろしいでした。タイでは会ったことがあ

ープホーム「すみれ」にてオカリナ演奏とマジックショー◆
響樹太鼓 9/23 トヨタ豊隆会祭 9/25 少年野球Ｚ会オープ
ニング式典◆翡翠太鼓 9/14 とよた苑デイサービス敬老会
ものづくり

りません。地震は２つのプレートが動きます。地震がお

◆9/24 なぜ？なぜ？プロジェクト・陶芸チーム常滑見

きたら⼀番⼤切な命を守ります。時間があったら⼤切な

学会：あすてで陶芸を学ぶ子どもたち（小 4～中 3）15 名と

ものを持っていきます。煙で暗い部屋を⼊って出⼝を探

ボランティア 8 名が、常滑市陶磁器会館、やきもの散歩道、

す訓練しました。本当に⽕事になったら私は困ると思い

新美南吉記念館へ見学に出かけました。

ました。消⽕器の使い⽅を練習しました。(タイ)

そ の 他

◆外国人の字手紙作品が市民ギャラリーで展示：あすて

◆9/24 パパレンジャー「自 Q 自足だよ・・・運動会」：すば

で行われた「日本文化体験デー」

らしい秋晴れの中、園児と家族 45 組が参加して運動会と

(8/30)で外国人が書いた字手紙

バーべキューを楽しみました。運動会はグループに分か

作品が豊田市民ギャラリーに 9

れてバーベキューの食材獲得競争。お父さんたちは炭火

月 2～4 日の間、展示されました。

起こしや材料準備で大活躍でした。参加者１20 名。

◆ACSC「中国語教室」：地元企業で働く中国人ｸﾞﾙｰﾌﾟ

◆「ごはん応援箱」あすてから 14 箱を被災地へ：東日本

「ACSC」が、中国理解の一助として 9～12 月（土午後）の

大震災で被災された仮設住宅の入居者へ食材を送ろうと

期間で同講座を開講。中国語はもちろん、日中の文化

いう「ごはん応援箱」は 14 箱分の寄付をお寄せいただき、

習慣、ものの考え方など

NPO を通して必要とされている方へ届けられました。

に話題が発展し、毎回白

◆チャレンジアジア 2011 カンボジア・ボランティア参加者

熱。参加費無料。興味の

決定！今年のメンバーは 20～30 歳代の社会人８名と学

ある方はご参加下さい。

生 4 名の計 12 名。10 月 1 日から事前研修が始まります。
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3 ⽉に起きた東⽇本⼤震災の復興に協⼒しようと、急きょ企画
された 5 ⽉のチャリティー童謡コンサートが⼤変ご好評いただい
たのに続いて、このたび第 2 回を開催いたします。
今回は童謡歌⼿・宮内⿇理さんとあすてグループ「アンサンブル
ひまわり」も加わり、素敵なメロディーのクリスマスを演出します。
みなさんのお越しを⼼よりお待ちしています。
出演：宮内麻理（童謡歌手）
徳川葉子（ピアノ）
アンサンブルひまわり（弦楽アンサンブル）
曲目：ちんちん千鳥
雪の子守唄
クリスマス・ポプリ

その他

日時：2011 年
月
日（金）10:30 開演
会場：あすて
チケット：500 円（呈茶あり）
主催・問合せ・申込み：公益財団法人

楽しみながらボランティア！外国人の日本語学習補助

学習者が⽇本⼈とマンツーマンで学ぶ⽇本語教室の
運営をお⼿伝いいただける⽅を募集中です！
❖⽇時：①⽕曜 10:00〜12:00 ②⽇曜 13:30〜15:00
❖資格等は不要、あすてボランティア登録が必要(￥500)

東濃檜を使った伝統建築を学ぼう
〜加⼦⺟東屋移設プロジェクト〜
11 月 25 日（金）１０：００～１６：００
内容： ＊一坪程度の東屋をあすて敷地内に伝統工法で建てる
＊加子母の大工さんの木や森の話

対象：あすてものづくりボランティア、または興味の
ある方、木工や森、山、木に興味のある方
参加費：無

料

申込み：あすて（11/10 締切）

ものづくり なぜ？なぜ？プロジェクト 農業シンポジウム

若い人たちに農業の大切さや魅力をどう伝えるか
12 月 11 日（日）１３：３０～１５：３０
講 師：千頭 聡（ちかみさとし）氏（日本福祉大学教授）他
参加費：無 料 定員：先着 100 名
申込み：市生涯学習課（11/21 午前 10 時～ ☎34-6758）

十一 ～ 十二月 カレンダー

ボランティア研修 ものづくり講座

あすて

11/10 チャリティー10 日市
ライブ：百花の会＆カンフーの会（太極拳の演舞など)
11/25 ボランティア研修 「伝統工法で建てる東屋」
12/ 2 チャリティーコンサートⅡ
12/10 設立記念日（45 周年）
チャリティー10 日市 ライブ：尺八友の会
12/11 なぜ？なぜ？プロジェクト 農業シンポジウム
12/18 ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ連続講座④「仮面舞踏会」
12/26～1/5 年末年始長期休館

国 際 交 流 ・ 協 力

ました。作業後は翡翠太鼓と交流し、和太鼓実演とワーク

◆チャレンジアジア 2011 カンボジア・ボランティア事前研

ショップを体験しました。◆10/9 父親の子育て支援講座

修 10/1,16,30：１２月末の出発に向けてメンバー１２名の事

ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ「ｻﾌｧﾘｰﾊﾟｰｸだよ！

前研修が始まりました。１日には「幼い難民を考える会

全員集合！」： さわやかな秋晴

(CYR)」の高木さんから同会カンボジアでの活動について

れの日、あすてに移動動物園

説明を受け、その中で子

がやってきました。この日来た

どもたちへ手作りの遊具

のはポニー、ロバ、ﾗﾌﾞﾗﾄﾞｰﾙの

を提供する「布チョッキン」

たま君、 モルモット、あひる、鶏、亀、うさぎ、やぎなど。親

の活動にチャレジしまし

子で動物たちと思いっきり遊びました。ポニーの乗馬体験

た。（高木氏・写真左→）

やﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰによる親子遊びの時間もありました。参加

３０日には内戦中のカンボジアへ単身乗り込んで消息を

者は 100 組親子 344 名。

絶った戦場カメラマン・一ノ瀬泰造の生き様を追った映画

慰

問

「TAIZO」の上映会が行われました。これはチャレンジアジ

◆テルの会 9/22 ヴィラトピア知立にてオカリナ演奏とマジ

ア OB&OG「あカンて」による企画で他に CYR によるバザ

ックショー◆百花の会 9/25：美里地区婦人会にて太極拳

ー、活動紹介展示、ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽ社のご協力でコーヒーサー

指導◆竜神太鼓 10/1：老人福祉センター「豊寿園」秋祭り

ビス、チャレンジアジアが現地で子どもたちの遊具作りを

にて和太鼓演奏。◆響樹太鼓 10/6：古瀬間小学校の総

するための募金活動も行われました。参加者５０名。◆TIA

合学習で和楽器授業に参加◆BPS10/10：AHI(アジア保

（豊田市国際交流協会）「国際の日」グローバルプラザ協

健研修所・日進市）のオープンハウスにて呈茶サービス

力 10/1：華豊の友が中国小物を出店◆国際スポーツ交

◆翡翠太鼓 10/11：老人ホーム「さわやかの丘」で太鼓演

流会 10/16：あすてグループ「華豊の友」「ＢＰＳ」「ｽﾌﾟﾗｯｼ

奏と交流（右写真→）◆若林そばの会 10/22：「さわやかの

ｭＳ」の共催でスポーツを通して国際交流をしようとソフトバ

丘」の秋祭りで手打ちそば 140 食を提供。

レーとバトミントン大会が行われ、中国人など 29 名が参加

チャリティー
*** 2011 年度上半期実績報告（2011.4～9) ***

しました。◆あすて親睦旅行 10/23：エーデルワイスの企
画で毎年秋に行なわれる親睦旅行。今年は国際交流を

◆ チャリティー10 日市 (8 月はお盆休み中につき開催なし)

目的に中国人など外国人 22 名が参加し、郡上八幡の風

寄付総額

情ある城下町や大滝鍾乳洞、サンプル食品の制作体験

（実費差引後）

などを楽しみました。参加者 40 名。
多 文 化 共 生
◆日本語教室 10/18：総合クラスの学習者とパートナー７
名が三河の伝統食「八丁味噌」について学んだ後、実際
に岡崎市にある味噌蔵へ出かけました
ものづくり
◆あすて玄関でお出迎えしている

総売上額

全て手作りで、ものづくりボランティ
アによる合作です。

338,440 円

*東日本大震災義援金：

あすてのものづくり館の清掃と落ち葉かきをしていただき

待防止、カンボジア子どもたちのため

参加団体 51,参加者 498(各延べ)

２５７，０００円

*カンボジアの子どもたちのため ４００，０００円
◆ 収集ボランティア
ベルマーク

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 1 箱

文具

鉛筆 15 本
消しゴム 3 個
パズル等
2,800g 分

使用未使用

切 手

外国コイン
書損じハガキ

ｺｲﾝ 1,135 枚、
紙幣 15 枚
268 枚

新品タオル

112 本

福祉・子育て
◆10/6 豊田高等養護学校が清掃奉仕：学生 36 名により

東日本震災、社会福祉協議会、児童虐

◆ ミニバザー＆募金

のはイーゼルに立てられたﾊﾛｰｳｨ
ﾝのトールペイント(写真)。これらは

123,701 円

㈶オイスカ
（環境・教育支援）
㈳日本キリスト教海外
医療協力会（医療支援）

㈶日本ﾕﾆｾﾌ協会
（医療支援等）
㈳日本ユネスコ協会連盟
（識字教育支援）
カトリック大阪大司教区こどもの里

❤ 皆様のご協力を心より感謝いたします ❤

様
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～＊～＊～ Since December 11th in 1966

12 月 11 日はあすてが「勤労センター憩の家」としてオープ
ンした日であり、毎年この日に利用者の皆様と設立の原点を
振り返る日にしております。歴史を改めてひも解いてみますと、
設立にかかわった方々の情熱とご苦労の様子が切々と伝わ
ってまいります。また、設立当初から現在に至るまでお支え
下さっている企業の皆様には感謝の気持ちでいっぱいでご
ざいます。
勤労青少年の母親代わりに始まったボランティア活動は、
時代と共に変化しながら 45 年間に亘って多種多様に繰り広
げられてまいりました。多くのボランティア活動は、本当に小
さくささやかなものですが、住みよい社会になっていくことを
願って、45 年前に蒔かれた種は着実に育っていると確信し
ています。
これからもお互いに励まし合い、切磋琢磨しながら住みよ
い笑顔あふれる世界のために頑張ってまいりましょう。

～＊～＊～

≪ あすての主な変遷 ≫
1966.12 財団法人 勤労センター憩の家 開所
同時に婦人ボランティア活動開始
1968. 3 運営委員会発足 後に評議員会に移行
9 ボランティア通信創刊「むすび」ﾏｰｸ制定
1974. 7 新本館竣工 旧本館は別館に
1976. 9 国際交流会始まる
1988.12 チャレンジアジア開始
1990. 4 光の家ボランティア開始
1996. 9 ホスピスボランティア開始
12 公募により施設名を「アステ」に変更
1997. 4 婦人ボランティアを
「豊田ボランティア協会」に名称変更
1998.10 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾚｽﾄﾗﾝ「サロンドムスビ」開始
2001. 4 「With Your Dreams」事業開始
6 史誌「肩書をはすしましょう」発行
2004. 4 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト開始
2006. 4 「Dreams to the Future」事業開始
5 「財団法人あすて」に名称変更
2011. 4 「共に築こう笑顔の世界」事業開始
10 公益財団法人となる
12 「肩書きをはずしましょう」ダイジェスト版発行

なぜ？なぜ？プロジェクト 農業シンポジウム

New Year Party in ASTE ! 国際交流会
1 月 22 日（日）10:00～13:00
内 容 ： ゲーム大会、世界の料理（要¥200）
企 画 ： AUE-S(愛知教育大学学生グループ）
申込み： あすて

～ １月 カレンダー

12/ 2 チャリティーコンサートⅡ
１２ 12/10 チャリティー10 日市 ライブ：尺八友の会
12/11 設立記念日
なぜ？なぜ？プロジェクト 農業シンポジウム
12/18 ﾊﾟﾊﾟﾚﾝｼﾞｬｰ連続講座④「仮面舞踏会」
12/24～31 チャレンジアジア 2011 カンボジアボランティア
12/26～1/5 年末年始長期休館
1/10 チャリティー10 日市
1/22 New Year Party in ASTE 国際交流会
1/29 ボランティア研修会 ものづくり講演会

～これからの「農」
を考える
若い人たちに農業の大切さや魅力をどう伝えるか

12 月 11 日（日）１３：３０～１５：３０
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：千頭 聡（ちかみさとし）氏（日本福祉大学教授）
パネリスト：鋤柄雄一（すきがらゆういち）氏（夢農人とよた会長）

岩間丈志（いわまたけし）氏 （なぜ？ﾌﾟﾛ農業ﾁｰﾑ長）他

参加費：無 料

定員：先着 100 名

申込み：市生涯学習課（☎ 34-6758 FAX 31-5870）
＊情報コーナー充実！玄関左側の部屋
・コスモスが「情報と語らいの場」に
なりました。ご利用下さい！

ボランティア研修 ものづくり講演会
～その魅力と夢

西洋では「オートマタ」と呼ばれる現代からくり
おもちゃに魅せられて定年後に私設美術館まで建
てた講師からその魅力と夢を語っていただきます。

＊日 時 ： 1 月 29 日（日）１０：００～１２：００
＊講 師 ： 粂井有二 （くめいゆうじ）氏
（ 現代からくりおもちゃ美術館・ぽるぺっぽ館長 ）
＊参加費 ： 無料
＊対 象 ： ものづくりとボランティアに興味のある方
＊定 員 ：先着 30 名 申込み：あすて（12／19 日 AM9:00～）

国 際 交 流 ・ 協 力

慰

問

◆11/20 Autumn Party in ASTE ：AUE-S(愛知教育大

◆10/25 百花の会：美里老人クラブにて太極拳指導

学生ｸﾞﾙｰﾌﾟ)が外国人との交流事業を企画し、中国、韓国、

◆11/1 ハーモニカカルテット：デイサービス「ノアノア」にて

フィリピン、スリランカ、日本の 5 ヶ国 41 名が参加。

ハーモニカ演奏◆11/12 マロニエの会：梅ヶ丘学園にて

体を動かすチームゲーム

恒例の「わくわく広場」を

3 種類を楽しんだ後、世界

開催し、２歳から５年生ま

の料理をいただきながら

での子どもたち３８名が

交流を深めました。

参加。紙芝居、玉入れ、

多 文 化 共 生

風船飛ばし、スライム作

◆11/15 日本語教室：火

り、昔遊びのけん玉・こま遊び・お手玉、動物ビンゴゲーム

曜クラス第５期の成果

など手作りのゲームを一緒に楽しみました。

発表会では豊田市のゴ

◆11/17 BPS：デイサービス「スマイル駒場」にて散歩の介

ミ出しルールや八丁味

助やおはぎ作りで高齢者と楽しく交流◆11/18 響樹太鼓：

噌、自国の結婚式、自

広川台小学校の総合学習にて和太鼓体験学習の指導

慢料理などを日本語で準備し発表しました。

環 境 美 化

ものづくり
◆11/25「東濃檜を使った伝統建築を学ぼう」：トヨタ紡織

あすての施設は自然環境に恵まれているだけに手入れが

様より寄贈された総檜の

他に菜園を管理して下さるボ

東屋がものづくりボラ

ランティアの方もいらっしゃい

ンティア 18 名によっ

ます。このような活動により、

て芝生広場に移築され

景観が保たれるばかりか四

ました。東濃・加子母大

季の植物を楽しめ、あすてら

工の方々から釘を使わない伝統工法などを学びなが

んちの食材も確保できます。

必要です。除草、芝刈り、植栽、落葉清掃、水まきなどの

▲芝刈り機が入らないところ
は草刈り機で丁寧に

ら一日がかりで温もりのある東屋を完成させました。
クイズの正解者の中から、抽選で

福祉・子育て
◆11/6 パパレンジャー「子育てリフレッシュコンサート」：
男性保育師が子育てに忙しい母親を対象に豊田市内の
若林交流館でミニコンサートを開催。内容は代表の太陽

10 名様にステキな景品をプレゼントします。
問題 ： あすては 2001 年以降 5 年毎に事業テーマを
掲げていますが、2 つ目のテーマは何ですか。
応募資格 ： あすての登録者

先生のピアノ演奏とトークをお茶とお菓子をいただきなが

応募方法 ： 氏名、年齢、住所、電話番号、グループ名、

ら気軽に楽しむというもの。参加費で得た収益金は東日

クイズの回答を明記の上、ハガキか E-mail にて締切

本大震災義援金として寄付されました。◆11/24 花水木：

日までにあすてへお送り下さい。

老人ホーム「ひまわりの街」に手作り雑巾１０５枚贈呈。

締

◆11/6 ピノキオ他：（社）無門福祉会・無門学園の「むもん

抽選日 ： 2011 年 12 月 25 日（日）

まつり」にて 10 名がコーヒーサービスのお手伝いに参加。

切 ： 2011 年 12 月 23 日（金）

当選発表 ： 景品の発送を持って発表に代えさせて
いただきます。
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２０１２年
1 年の計は元旦にあり・・・・・皆様それぞれに抱負を持って新しい年を迎えられたこと
と存じます。あすても、昨年 10 月に公益財団法人としての認定を受け、46 回目の新年を迎
えるにあたって、一層社会に必要とされる団体をめざす決意を新たにいたしました。
（公財）あすては、（財）勤労センター憩の家として、「働く人々に憩いの場を与え、ひい
ては地域社会に奉仕すること」を趣旨として1966年に設立されました。設立を志した人たち
の理想は、「人が善意をもって他者のために時間と能力を捧げるというボランティアの精神
が若い人たちの心の中に植え付けられ、その働きが地域のいたるところに広がって住みよい
地域になっていくこと」でした。この理想を守り、次代へつなげていくことが現在の私たち
に課せられた使命です。これまで皆で育ててきた財産であるボランティアの心を事業に生か
し、グループと事務局が一緒になって社会のためにお役に立つことを願って決めたスローガ
ン、「共に築こう 笑顔の世界」を、さらに確固たるものにしてまいりたいと存じます。
また昨年 12 月には 45 周年を記念して、公益財団法人への移行と重なったこともあり、も
う一度皆様と設立の趣旨を再確認し、遂行していくことを目的として、10 年前発行のあすて
史誌「肩書きを外しましょう」に加筆し、コンパクトにまとめたものを刊行いたしました。
ご希望の方々に配布しておりますので、事務局までお申し出ください。
2012 年もボランティア活動を通して、互いに支えあう、あたたかく住みよい社会、笑顔あ
ふれる世界にしていくために、あすてからその輪を広げてまいりましょう。皆様のこの１年
のご活躍を心から期待申し上げます。

～＊～＊～

ボランティア研修会

～＊～＊～

西洋では「オートマタ」と呼ばれる現代からくり
おもちゃに魅せられて定年後に私設美術館を建てた
講師からその魅力と夢を語っていただきます。
＊日 時 ： 1 月 29 日（日）１０：００～１２：００
＊講 師 ： 粂井有二 （くめいゆうじ）氏
（ 現代からくりおもちゃ美術館・ぽるぺっぽ館長 ）
＊参加費 ： 無料
＊対 象 ： ものづくりとボランティアに興味のある方
＊定 員 ：先着 30 名
申込み：あすて
１ ～ ２ 月 カレンダー

1 月 22 日（日）10:00～13:00
内 容 ： ゲーム大会
（フルーツバスケット、日本一周すごろく等）
あすてらんち「世界の料理を楽しもう」
（要¥200）
企 画 ： AUE-S(愛知教育大学学生グループ）
対 象 ： 外国人 申込み： あすて

～1/5 年始休館
1/7,14 鍛冶屋入門「風鈴作り 」（なぜ？プロ）
1/7,8,15 和紙職人入門 （なぜ？プロ）
ボール型オリジナルランプシェードを作ろう
1/10 チャリティー10 日市 ライブ：翡翠太鼓
1/22 New Year Party in ASTE 国際交流会
1/29 ものづくり講座「現代からくりおもちゃ」
2/10 チャリティー10 日市
2/25 子育て戦隊パパレンジャー「男祭り」

ものづくり

チャリティー
◆12/2 チャリティーコンサートⅡ： 今年 5 月に開催した

◆12/11 なぜ？なぜ？プロジェクト・農業シンポジウム

東日本大震災復興支援チャリティー童謡コンサートに引き

「農業ってたのしい?!～これからの農を考える」：日本の農

続き、２回目を開催しました。市内在住の童謡歌手・宮内

業にとってさらに困難な時代が目前にある中で、次代を担

麻里さんとピアノの徳川葉子さん、弦楽グループ「アンサ

う若者に農業の魅力や大切さをどう伝えるかをテーマにシ

ンブルひまわり」、MAYWINKTAS の協力により心温まるク

ンポジウムが行われました。千頭聡氏（日本福祉大学教

リスマスをお届けしました。来場者は 108 名。寄付金

授）をコーディネーターに様々な分野の農業従事者 3 名

171,643 円はユニセフ協会を通じて被災地の子どもたちの

からの報告のあと、意見交換が行われました。市内の県立

ために寄付させていた

猿投農林高校から酪

だきました。コンサート

農課などの生徒２名

後のティータイムでは

が農業へかける熱い

東北地方の銘菓も味

思いを語る場面もあり、

わいました。

▲宮内さんと弦楽アンサンブルの共演

会場から応援の拍手
が 沸 き 起 こ りま し た 。

多 文 化 共 生
◆12/4 日本語教室日曜クラス：日本語教室のメンバーが
市内の観光地へ出かけてみようと紅葉の美しい豊田市民

▲ネット販売などのしくみ作りの話題も

参加者 50 名。
国 際 交 流 ・ 協 力

芸館へ電車で出かけました。参加者は学習者 11 名（タイ・

◆12/24 チャレンジアジア 2011 カンボジアボランティア

中国・スリランカ）とボラ

出発：今年のメンバーは 20～30 代の社会人、学生 12 名。

ンティア等 12 名の 23 名

10 月から 8 回の事前研修を重ね、ボランティア活動への

でした。紅葉や茶道、日

備えとチームワークの強化を図ってきました。そして、いよ

本民芸館・柳宗悦コレク

いよ 24 日、カンボジアに向かって出発し、現地では CYK

ションの特別展などを楽
しみました。

（幼い難民を考える会ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ）を通して保育園や小学校での
▲立礼式のお手前を見学しました

交流の他、環境整備など
のボランティア活動を経て、

福祉・子育て
◆12/4 パパレンジャー同窓会「お父さんと作るクリスマス

31 日に帰国します。活動

ケーキ」：昨年の父親講座の受講生が講師となって父子

報告会は 3 月 18 日を予

でクリスマスケーキ作りに挑戦しました。参加したのは 6 組
の親子。卵を泡立てる

定しています。ご期待くだ ▲中部国際空港から元気に出発！
さい。◆華豊の友：国際交流・理解のために言葉はキーポ

ところから始める本格

イント！そこで 11 月より「日本語喫茶」「中国語会話」「英

的なケーキ作りです。

語サロン」の 3 クラスを立ち上げ、交流のための語学を学

今年の聖夜は家族で

んでいます。興味のある方は気軽にご参加ください。

手作りケーキを囲んで

慰

問

お祝いですね。◆12/18 パパレンジャー「仮面舞踏会」：

◆11/16 竜神太鼓：中部保育園（日進市）にて和太鼓の

男性保育師による父親講座の第 4 弾は、父子で仮面を作

演奏と体験。◆11/25 響樹太鼓：西保見小学校の総合学

って仮装ショーを行いました。面は

習にて和太鼓体験学習に協力。外国人の児童が多い学

型の上に紙粘土で顔を作り、着色

校なので、日本語の説明を理解することが困難でしたが、

します。1 ヶ月以上前から衣装を考

何度も繰り返して練習し、最後に全員で曲を演奏できたと

え、準備をしてきた親子もあり、それ

きは、どの子もみんな笑顔になりました。参加人数 40 名。

ぞれ個性的な仮装をお披露目しま

◆12/21 翡翠太鼓、12/23 オカリーナ前林：「デイ

した。41 組の親子が参加しました。

ケアたかおか」のクリスマス会にて演奏と交流。
▲仮装「美女と野獣」の親子
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東日本大震災講演会

13:30～14:30
開場１３：００
＊講師プロフィール＊

木下繁喜 氏

＊同時開催：写真展（3/15・あすて）
＊関連事業：ﾁｬﾘﾃｨｰ演奏会（3/17・豊田市民文化会館）

岩手県大船渡市にある
地元紙・東海新報社の記者。
東日本大震災で自身も津波に追われ、家や車
も失う。全国から寄せられた支援の恩返しの
思いを込めて体験と教訓を語り伝える活動
も行っている。

参加費
無料
要申込

チェロアンサンブルコンサート
ゲストチェリスト：林峰男、指揮：田久保裕一
演奏：チェロアンサンブル「チェロの森」2012
挙母祭り囃子保存会中町若衆
ﾁｹｯﾄ：指定席\2500 自由席\2000 (当日各\500 増)
☎ 31-8804(公財)豊田市文化振興財団文化事業課（担当：森）

※写真展（3/16 文化会館 B 展示室、17 ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ）
主催・問合せ・申込み ：あすて

共催 ： チェロを楽しむ会

外国人のための

外国人のための

３月１１日（日）１０：００～１２：００
対 象：外国人ならどなたでも
内 容 ： ちらし寿司、白玉だんご
対 象 ： 外国人 15 名
参加費 ： 500 円
共 催 ： ｃｈｅｒｒｙ ｂｌｏｓｓｏｍ
申込み・問合せ ： あすて

内 容：着物の着付、和太鼓、習字、生け花、竹細工
抹茶、折紙、そば、寿司、空手、琴など
参加費：無料（ｺｰﾅｰによっては材料費実費負担）
申込み：あすて

３

３月１２日（月）13:30～14:30
場所：あすて

内

月

18

日（日）1３:３0～15:０0

容：参加メンバーによる報告

対象：賛助団体

写真展

内容：あすての活動報告、説明、歓談

民芸品の展示

（※ご希望の方：茶話会、施設のご説明）

ティータイム
申込み：あすて

要申込

来年度はテーマ「共に築こう笑顔の世界」の 2 年
目となり、ますますグループと連携して充実した事
業を展開していきます。2 月 28 日までに登録され
ると優先的に定例活動場所と時間
を確保できます。早めの申請を
お待ちしております。

２ ～ ３ 月 カレンダー

ただ今、2012 年度グループ登録受付中！

2/10
2/25
3/ 2
3/10
3/11
3/12
3/15
3/17
3/18

チャリティー10 日市
子育て戦隊パパレンジャー「男祭り」
ひなまつりクッキング（外国人対象）
チャリティー10 日市
ライブ：中国の歌と踊り（華豊の友）
日本文化体験デー（外国人対象）
感謝のつどい
東日本大震災講演会「復興に向けて」
なぜ？なぜ？プロジェクト終わりの式
チャレンジアジア 2011
カンボジアボランティア報告会

ものづくり

チャリティー
◆1/10 チャリティー10 日市：今年はじめの 10 日市は、7
団体が出展し、野菜、竹製品、手芸品、呈茶、ベトナムスト
リートチルドレン支援製品などを販売しました。買物の合
間にはあすて和太鼓グループ翡翠太鼓によるライブ演奏

◆なぜ？なぜ？プロジェクト特別企画（小学校 5 年～中学
3 年対象）：＊1/7,8,15 和紙職人入門「オリジナルランプシ
ェードを作ろう」小原和紙職人
の技を体験しようと、福岡小次
郎氏の工房で原料のコウゾか

がありました。和太鼓はも

らオリジナルランプシェード作

ちろん、しの笛、アフリカ

りを体験しました。参加者 6 名。

の太鼓の演奏、ソーラン

＊1/7,14 鍛冶屋入門「風鈴作り」鍛

踊り、参加者も加わって盆

冶屋として全国的に有名な二村善市

踊りの体験など盛りだくさ
んの内容でした。参加者 80 名。

▲しの笛の演奏

氏（豊田市）の工房で小学生 5 名が
風鈴 作りに挑戦し、伝統的な鉄のも

国 際 交 流 ・ 協 力
◆1/22”New Year Party in Aste”：AUE-S（愛知教育大学

のづくりを体験しました。（左写真）

生グループ）があすてで第 2

◆1/29 ものづくり講座 「現代からく

回目の国際交流会を開催し、

りおもちゃ～その魅力と夢」「オートマ

フルーツバスケットや日本一

タ」と呼ばれる西洋からくりおもちゃに魅せられて、定年後

周すごろくなどのゲームを通し

私設美術館「ぽるぺっぽ」をオープンさせ、自身でも 3 年

て交流しました。参加者はスリ
ランカ、タイ、中国、韓国の 13

▲すごろくを楽しむ参加者

名を含む 31 名。

二氏を群馬県からお迎えし、ものづくり

ゲームで打ち解けたとこ

の魅力を語っていただきました。会場

ろで、昼食にはパエリア、ミ

には多くの作品が展示され、参加者が

ネストローネ、サモサ、巻き

実際 に作品に手を触れてその仕組み

ずし、赤飯などの各国料理

を熱心に観察する姿が見られました。また、最新作を参加

を楽しみました。(左写真)
慰

前か らおもちゃを製作している粂井有

問

◆連理：12/25「とよた苑」クリスマス会にて和太鼓演奏 1/8
成人式にて和太鼓演奏（ほっとかん）◆1/11 百花の会：
豊田市社協の「ボランティア連絡協議会」にて太極拳で交
流◆1/22 オカリーナ前林：老人ﾎｰﾑ「さわやかの丘」でオ
カリナ演奏を通してほのぼのとした充実感を味わいました

者の目の前で分解し、そのからくりについて解説したり、
質問に答える時間もありまし
た（右写真）。あすてでは今
後オートマタを通したボラン
ティア活動を展開していきま
す。興味のある方はぜひ事
務局までご一報下さい。
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CYK 保育所・小学校と交流会
や環境施設整備ボランティア
今回で 4 期目を迎えるチャレンジアジア・カンボジ
アボランティア（12/24～31）は、20～30 代の社会人・
学生 12 名が参加しました。8 回の事前研修で準備し
た後、現地へ赴き、CYK(幼い難民を考える会ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ)
の保育所や小学校での交流会、環境整備などの活動を
しました。また、職業訓練所などの視察したり史跡を
訪ね、長い間内戦状態にあった歴史について学ぶ機会
もあり、とても貴重な体験をすることができました。
12/24

往路：中部国際空港発→バンコク→プノンペン

12/25

ﾍﾞﾝﾒﾘｱ遺跡、一ﾉ瀬泰造の墓、アンコールワット視察

12/26

ﾌﾟﾗｻｰﾄ幼稚園にて稲刈り作業

12/27

ﾊﾟﾝｷｱﾝ保育所及びﾌﾟﾚｲﾀﾄｳ保育所にて交流会、
昨年度制作した養殖池の柵と養魚の見学
CYR 織物研修センター訪問と織子研修生の家庭訪問
内戦の史跡・キリングフィールドの見学

12/28

12/29

ボラン
ティア

ﾌﾟﾗｻｰﾄ地域幼稚園にて交流会＆外遊具補修、
園庭の整備作業
ﾀﾌﾟﾛﾑ地域幼稚園の園庭整備、格子壁作り、外遊具補修
ｽﾊﾞｲﾊﾟ保育所視察・家庭訪問
ﾄｩｰﾙ･ｽﾚﾝ収容所訪問

12/30

ﾄﾛﾋﾟｴﾝｽﾊﾞｲ村小学校の朝給食見学＆交流
CYR カンボジア事務所（CYK）で総括
帰路：プノンペン→バンコク

12/31

バンコク→中部国際空港到着

交 流

※CYR(幼い難民を考える会)：難民を出さない平和な社会を目指しカンボジア
で幼児期の子ども達が安心して暮らせる環境づくりと女性の自立を支援

学
び

チャレンジ・アジア２０１１

ぜひお越し
下さい！

21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）

フィリピン大学生の受入（1 泊 2 日）
日程： 説明会 5/12(土)

３
内

月

18

日（日）1３:３0～15:０0

容：参加メンバーによる報告
写真展、民芸品の展示、ティータイム

申込み：あすて

要申込

申込＆
問合は
あすて

ﾎｰﾑｽﾃｲ 5/19(土)10:00～20(日)17:30
＊歓送会にご招待いただけます 5/20(日)１８：００～
＊女性は 2 名以上で受け入れをお願いいたします
＊受け入れ学生の詳細情報は、説明会で配布します
＊JENESYS は日本政府により実施される青年交流事業

東日本大震災講演会

外国人のための

～東北の地元新聞記者が体験した大震災と復興への歩み～

３月１１日（日）１０：００～１２：００
対 象：外国人ならどなたでも
内 容：着物の着付、和太鼓、、生け花、竹細工、
字手紙、茶道、折紙、そば、寿司、空手、琴等
参加費：無 料

申込み：あすて

3/ 2 金
3/10 土

３ ～ ４ 月 カレンダー

ひなまつりクッキング（外国人対象）
チャリティー10 日市
ライブ：中国の歌と踊り（華豊の友）
3/11 日 日本文化体験デー（外国人対象）
3/12 月 感謝のつどい
3/15 木 東日本大震災講演会「復興に向けて」
3/17 土 なぜ？なぜ？プロジェクトおわりの式
3/18 日 チャレンジ・アジア 2011
カンボジアボランティア報告会
4/2,3 月火 なぜ？なぜ？鍛冶屋入門
「鉄・工場見学＆ペーパーナイフづくり」
4/10 火 チャリティー10 日市

福祉・子育て

３月１５日（木）１３：３０～１４：３０
講 師：木下繁喜氏（東北の地元紙・東海新報社記者）
場 所：あすて
その他：参加無料・要申込み（あすて）
＊同時開催：写真展（3/15 あすて）
＊関連事業：3/17(土) チャリティー演奏会 14:00 開演
「チェロアンサンブルコンサート」
演 奏：チェロアンサンブル「チェロの森」2012
場 所 ： 豊田市民文化会館 大ホール
ﾁｹｯﾄ：指定席￥2500 自由席￥2000（当日各￥500 増）
31-8804（公財）豊田市文化振興財団文化事業課（担当森）
2012 年度個人登録は 4 月 1 日からスタート！
グループ登録承認後、4 月 1 日から各メンバー
の個人登録を受け付けます。
登録費として 1 人 500 円が必要です。

慰

問

◆2/25 パパレンジャー「男祭り」：男性保育師グループ

◆1/25,2/9 テルの会：ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ「のんのん」にてマジック

「パパレンジャー」は父親の子育てを支援しようと昨年度か

ショーと音楽演奏。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞが流行している時期にも関

らあすてを舞台に連続講座を開催してきました。今年度最

わらず、皆さん元気に迎えてくれました◆華豊の友

終回は「男祭り」と題して、受講生の父親自身が子どもを

1/29：TIA 「中国デー」にて中国の歌と踊りを紹介。

喜ばそうと様々な企画を考え実行し、家族で楽しみました。

中国春節の飾付けの中で約 80 名が参加。2/26：愛知

内容は各自の得意分野を生かして、段ボールを使ったト

県多文化共生リソースセンター東海が主催する外国

ンネルや滑り台・落書きコーナー・大積み木、空き箱やペ

人ｺﾐｭﾆﾃｨﾌｪｱ 2012 で活動紹介、中国舞踊、植林活動の

ットボトルのキャップを使った車作りなどの工作、クッキー

ためにﾁｬﾘﾃｨｰ販売など。参加者 60 名◆2/5 オカリーナ

作り、かっこいいバイクと撮影会、鉄道模型ジオラマ（杜若

前林：中田区民祭にてオカリナ演奏◆2/10 響樹太鼓：

高校同好会所有）など。JAXA（宇宙開発事業団）から借り

「豊田みのり園」にて和太鼓演奏◆2/16 翡翠太鼓:老

た子ども用の宇宙服を着て撮影コーナーもありました。

人ﾎｰﾑ「ｹｱﾊｳｽ豊田」2 月誕生会にて和太鼓演奏、よさ

また、昨年度受講した父親
のグループ「パパレンジャー

宇宙飛行士の僕！
かっこいい？

同窓会」は手作りの温かいトン

こいソーラン、篠笛など。「太鼓を打ってみたい」と
の声にも今後答えていきたい◆2/19 綾：香恋の里・手
作り工房「山遊里」の祭（下山）にて和太鼓演奏

汁を参加者全員に振る舞いま
した。参加者 130 名。
チャリティー
◆2/10 チャリティー10 日市：木工グループ「木づかい」が
10 日市に初出店。間伐材を使った椅子やベンチ、郵便ポ
ストなど、力作がいっぱい。次回も楽しみにしてください。

あすて館内はひな
まつりに関する個人
作品やひな人形で華
やいでいます！

