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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。
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がつ

ボランティアカフェ

あすてカレンダー

復興支援 〜できる範囲でも現状はかわる〜
時： 9 月

16 日 （日）

場 所：あすて （参加費無料）
申込み：事前にあすてまで

時間

5

6

7

8 なぜ？なぜ？

10

11

12

13

14

1 5 なぜ？なぜ？ 1 6 ※

17

1 8 にほんご

19

20

21

2 5 にほんご

26

ボランティア研修
8/5 ボランティアカフェ
ボランティアカフェ「カンボジアの子ど
もたちの笑顔のために」が開催され、あカ
ンてグループが担当しました。チャレンジ
アジア 2012 カンボジアのボランティア募
集の説明会も兼ねて行われたため、参加者
（参加 5 名）
はとても熱心に聞いていました。

世界の 劇
に
緒
一
童話の
色々な せんか？
をしま

13:30 〜 15:00（受付 13:00 〜）

会場 公益財団法人あすて
内

容 グループに分かれて世界に伝わる童話を演じ発表・鑑賞し合う

対

象 外国の方ならどなたでもＯＫ！

申

込 あすてまで

ものづくり活動

◆アイスブレイク→グループ分け→童話劇の練習→お互いに発表

木づかい
木づかいグループが竹村小学校の
依頼により水筒を置く棚と写真額を
製作し納めました。
ボランティアカフェ

10 日 9:30 〜 11:00

とき

毎月

ばしょ

あすて

内容

豊田市本町本竜 43
℡(0565)52-0362

品
物
＆
感
謝

私
買
い
物

支援＆寄付金

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
団体

感謝

地元の旬野菜、手芸品、竹製品、竹炭、花炭、木工製品、
陶芸 食べ物：おこわ、パン、お菓子、お抹茶、
コーヒー など（※月によって出店が違います）

同時開催 !!

９/10

支援＆
寄付金

感
謝

出店者

エイズ 予防に奮闘 !!

私の間接的支援

2010 年 6 月から 2 年間、青年海外協力隊員として、ケニアでエイズ予防の活動に
取り組まれた丸山さんをお招きし、語り合います。

日

◆ボラカフェオーナー プロフィール

丸山 由生 氏

内容：クラッシックギター演奏

会 場 トヨタスポーツセンター

ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトの各チーム
（自動車・繊維・陶芸）が体験ゾーンに出展します !
是非お越し下さい

みんなで参加しよう・考えよう・楽しもう

こく

▲小学校にてエイズ教育を
行っている様子

と

さい

国際の日

国際の日交流イベント

ステージ企画

6 日土 ・小和田哲男氏講演「スペイン」など
き 2012 年 10 月 6 日土・7 日日
午前 10 時〜午後 4 時

ところ 豊田グローバルスクエア
（産業文化センター３Ｆ）

７日日

慰問活動
◇6/23 ハーモニカカルテット四つ葉
エンジョイハウス「わいわい」
◇7/17、20 テルの会
デイサービスのんのん

・S59.9.25 豊田市生まれ
・看護師免許取得後、病院の ICU・ER にて勤務
・2010.6 〜青年海外協力隊としてケニア派遣
・2012.6 帰国

あすてマーケットライブ

9 月 23 日（日）9：30 〜 15：30

14

日 （日）
13：30 〜 15:00

場 所：あすて （参加費無料）
申込み：事前にあすてまで

10 月 1 日は
とき

時： 10 月

2 チャレンジアジア

ＡＩ外国人研修生
豊田市散策

ＡＩ外国人研修生
ホームビジット

テルの会
（慰問活動）

9

テルの会
（慰問活動）

世界の童話
フェスティバル

ボランティアカフェ

22

にほんご
2 3わくわくワールド

パパレンジャー

ハーモニカカルテット四葉
（慰問活動）

28

27

日本文化体験

綾（慰問活動）
ハーモニカカルテット四葉
（慰問活動）

2 9 なぜ？なぜ？ 3 0

休館日

共に築こう笑顔の世界

・トヨタ自動車㈱社会貢献推進部 企画室 環境・社会
活動グループ長
・現在は、社員のボランティア活動支援、環境分野の
社会貢献活動、在日ブラジル人子弟の帰国後の就労
支援プログラム等を担当。

世界 の 童話 フェスティバル
とき 2012 年９月15 日（土）

なぜ？なぜ？

4

ＢＰＳ
（慰問活動）

24

大洞 和彦 氏

13：00 〜 14:30

※16 日のみ 13：00 〜 13：30 の運行となります

3

テルの会
（慰問活動）

◆ボラカフェ オーナー

（時間①10：00 〜②10：30 〜③11：00 〜※各 20 分）

1

10 日市

2011 年 3 月 11 日東日本大震災から 1 年半が経過しました。
その間、被災地の皆様が 1 日も早く平穏な生活をとり戻せるよう、多くのボランティアが復興支援活
動に関わってきました。
その中のお 1 人、トヨタ自動車㈱社会貢献推進部の大洞 和彦 氏をお招きし、復興支援の様子をご自
身の現地での体験談をまじえてお話しいただきます。それを聞きみんなで語り合う中で、次に繋がる
きっかけづくりができたらと考えています。

日

鉄道ジオラマ運航予定

・世界の歌、踊り
・世界の民族衣装ファッションショー
・英語で落語 など

◇7/24 ハーモニカカルテット四つ葉
いやしの里ハナモト

8/1 ジオラマお披露目会
8 月 1 日ジオラマのお披露目会が行われ、
関係者始め多くの方にご参加いただきました。
このジオラマは個人が 72 歳頃から 2 年半かけ
てコツコツとお 1 人で製作されたものです。 ▲お披露目会テープカットの様子
この度、多くの方にものづくりへの夢と希望を
抱いていただくきっかけになればとご寄贈くだ
さったものです。
開催日にについてはホームページ又はあすての
掲示板にてご確認ください。
▲多くの方にご参加いただきました

チャリティー活動
8/10 チャリティー 10 日市

恒例の 10 日市は、アドヴィックス課長
会からご寄付いただいたカブトムシ・クワ
ガタの販売もあり、また、新鮮な夏野菜が
飛ぶように売れ、大変にぎわいました。
マーケットライブはチェロを楽しむ会の
演奏で、東日本大震災復興支援のためのプ
レ演奏を兼ねて行われ、売り上げの一部を
被災地に寄付いたしました。（来場者 70 名）

子育て支援活動
8/25 パパレンジャー
子育て戦隊パパレンジャー連続講座の 2 回
目「摩訶不思議闇カレー」と題してデイキャン
プが午後から夜にかけて行われました。
みんなで作るカレーの中に入れたいものをそ
れぞれの家族ごとに持ち寄りました。なすやか
ぼちゃ、トマト、きゅうりなどの野菜のほかマ
ンゴー、パイナップル、バナナなどのくだもの、
チョコなどのお菓子やへぼなどの変わったもの
もありました。さて、お味の方はどうだったの
でしょうか？夜には夕涼みをしながら、親子遊
びや花火、キャンドルロードなど盛りだくさん
の内容を楽しみました。( 参加：51 組 )

多文化共生
日本語教室

日本語教室第７期最後の日は学習
者発表をし、その後ジオラマの見学
をしました。ラマダン中のため欠席
が多く目立ちました。

NewStaff

宜しくお願いします！

8 月より新職員となりました遠山健志（とおやま
たけし）です。各取組みへの皆さんの真剣な目と明
るい笑顔にあふれた堅いチームワークをとても強く
感じます。皆さんの活動しやすい環境づくりに頑張
りたいと思いますので宜しくお願いします。
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2010 年 6 月から 2 年間、青年海外協力隊員として、ケニアでエイ
ズ予防の活動に取り組まれた丸山さんをお招きし、語り合います。

＊Profile
丸山 由生 氏 (まるやま

ゆい)

・S59.9.25 豊田市生まれ
・看護師免許取得後、病院の ICU・ER にて勤務
・2010.6～青年海外協力隊としてケニア派遣
・2012.6 帰国

▲エイズ教育を行っている様子

10 ⽇市は全てボランティアで⾏われています。各グル
ープが⽬的を掲げて⼼をこめた⼿づくり品の販売をする
ことによって、気軽にお買い物を楽しみながら、売り⼿と
買い⼿の双⽅が社会貢献できることやグループ同⼠や参
加者との交流の場となることもねらいです。
⼦どもが⼤好き！⼦どもと触れ合う時間がない！遊び⽅
が分からない！パートナーに⾃由時間をあげたい！という
お⽗さん☆ぜひ参加してみませんか！？
■内 容 ふれあい遊び、バルーンやタオルを使った遊び等
■持ち物 ⼤きめのバスタオル、動きやすい服装、
室内シューズ、飲み物
■対 象 3〜5 歳児の⽗⼦
■参加費 無料
■申込み 公益財団法⼈あすてまで
募集期間：9 ⽉ 22 ⽇〜10 ⽉ 7 ⽇まで

平成 21 年から２年間、シニア海外協力隊員として、ベトナム
ホーチミン市で企業支援活動をされた中谷氏をお招きし、
ベトナムでの活動体験や、海外協力隊に参加しようと決意した
気持ちをかたっていただき、参加者と意見を交えながら有意義
な時間を過ごせたらと考えています。

◆Profile
中谷 英司 氏

(なかたに えいじ)
・トヨタ自動車で品質関係を担当
・平成 21 年３月から２年間 JICA シニア
海外協力隊員として、ベトナム ホーチミン市で活動

日 時

１０月１０日(水)
9:30～11:00

同 時 開 催

１０：００～１０：３０

10 月の催し：剣詩舞
出演：玄水流玄水館トヨタ剣扇会

～砂漠化防止の為の中国植林活動～
地球温暖化、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、森林破壊、
酸性雨など、私たちの住む地球は今、様々な問題を抱えてい
ます。あすては、そんな地球の自然環境を守るため、様々な視
点から取り組んでいこうと考えています。その最初にスタートさ
せるのが、「砂漠化防止のための中国植林活動」です。
植林活動では、登録グループの「華豊の友」と協働し、
中国内蒙古自治区の砂漠化を防止するため、
2013 年度からの実施を計画しています。
1 人でも多くの方々のご協力をいただきたく
苗代を目的として募金活動を行っています。

ボランティア研修
9/16 ボランティアカフェ
「復興⽀援〜できる範囲でも現状が変
わる」がトヨタ⾃動⾞社会貢献推進部
の⼤洞和彦⽒をお招きして開催され、
トヨタグループでの被災地復興⽀援活
動の⽴ち上げから現地でのボランティ
ア活動の取り組みに⾄るまで 実際の
経験を踏まえたお話に参加者は熱⼼に
聞き⼊り ま した 。 その 後 コー ヒ ーを
いただきながらいろいろな意⾒が⾶び
交い充実したひとときとなりました。
（参加：23 名）

チャリティー活動
9/10 チャリティー10 日市
9 ⽉の 10 ⽇市は毎⽉恒例の旬の野
菜や⼿芸品、⽵製品などに加えて、⽊
⼯製品の出店がありました。マーケッ
トライブでは、クラシックギターの演
奏がありました。
（参加：63 名）

子育て支援活動
9/22 パパレンジャー
豊⽥市男性保育師連盟による⽗親の
⼦育て⽀援講座パパレンジャー第 3 弾
「ハンターX ハンター」は、運動会とバ
ーベキューという内容でした。⾚、⻘、
⽩、⻩、緑の 5 ⾊対抗で勝ったチームか
ら欲しい⾷材をゲット！運動会でお腹
が減ったところで獲得した⾷材でバー
べキューを楽しみました。（参加：51 組）

慰問活動
◇7/18 卯⽉の会 パソコンで名刺作り（中根区⺠会館）
◇7/30 翡翠太⿎（則定⼩学校放課後児童クラブ）
◇8/13～15 チェロを楽しむ会（気仙沼市・⼤船渡市）
◇8/9 翡翠太⿎（豊寿園）
◇8/21 翡翠太⿎（⾐丘⼩学校）
◇8/23 翡翠太⿎（⽯畳⼩学校）
◇8/28 翡翠太⿎（挙⺟⼩どんぐり）
◇8/30 翡翠太⿎（東保⾒⼩学校放課後児童クラブ）

国際交流
9/7 日本文化体験デー
⽇本⽂化体験で彩和可⼀座グルー
プの皆さんと炭坑節など⽇本の踊り
を楽しみました。（参加 11 名）

9/15 世界の童謡フェスティバル
愛知教育⼤学の学⽣で構成するＡＵ
Ｅグループが世界の童話フェスティバ
ルを開催し、桃太郎のお話をベースに、
各国の⽂化や昔話の要素を取り⼊れて
まったく別の話にし、最後は４つのグ
ループに分かれて上演しました。桃が
バナナになったり、思いもかけないお
話が出来上がり、笑いの絶えない素敵
な異⽂化理解、国際交流となりました。
（参加：8 カ国 31 名）

企業研修受け入れ
9/6～7 アイシン研修生受入
アイシン精機の外国⼈研修⽣が、
あすてで⽇本⽂化体験の研修をしまし
た。1 ⽇⽬はボランティアと⼀緒に豊
⽥市街へ出向き、能楽堂、TIA、エコフ
ルタウン、くらし発⾒館などを訪れま
した。（参加 16 名 ボランティア 8 名）
2 ⽇⽬はホームビジットでした。
4 時間という短い時間でしたが、⽇本
の家庭の温かさを充分体験できたよう
です。お別れ会では研修⽣からお世話
になったファミリーに歌のプレゼント
もあり、名残惜しそうにお別れする姿
が印象的でした。
（参加 16 名

ボランティア 9 名）

関係団体受け入れ
9/6 地域再生実践塾
全国の公共団体、商⼯会、ＮＰＯなど地
域再⽣に取り組む⼈たちが、共働による街
づくりをテーマに豊⽥市を訪れ、あすてを
視察しました。なぜ？なぜ？プロジェクト
の説明と施設⾒学、その後あすてらんちを
体験しました。
（参加：51 名）

ｖoｌ. 126
2012 年 11 月１日発行
編集・発行：公益財団法人 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

❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤
平成 21 年から２年間、シニア海外協力隊員として、
ベトナム ホーチミン市で企業支援活動をされた中谷
氏をお招きし、ボランティアカフェを開催します。
ベトナムでの活動体験や、海外協力隊に参加しようと
決意したときの気持ちなどを語っていただき、参加者
の皆様と意見を交えながら有意義な時間を過ごせた
らと考えています。

＊Profile

中谷 英司

(なかたに えいじ)

・トヨタ自動車で品質関係を担当
・平成 21 年３月から２年間 JICA シニア
海外協力隊員として、ベトナム ホーチミン市で活動

出演：簗瀬 彩
簗瀬 祥

2012 年

曲目：タイスの瞑想曲
波を渡るパオラの聖フランシス
戦場のメリークリスマス
他

violin
piano

12 月 12 日(水) 10:30 開演

会
場：（公財）あすて
チ ケ ッ ト：￥500（茶菓付き）
主催／問合せ／申込み：公益財団法人あすて

共催：MAYWINKTAS

青少年交流「キズナ強化プロジェクト」

日程：説 明 会：

12 月 8 日（土）13:30～
ホームステイ：12 月 14 日（金）夕方
（2 泊 3 日） ～16 日（日）昼過ぎ

募集期間：11 月 2 日（金）まで

申込＆
問合は
あすて

*独り暮らしではなく、2 名以上のご家庭
*2 名以上での受け入れをお願いいたします。
*期間中は、複数名で一緒に過ごしていただけるご家庭
*あすて登録料 500 円が必要になります
（既にあすて及び TIA に登録されている方は不要）

あすてグループによる日中文化交流
～今こそ、草の根レベルの交流と相互理解を～

とき

12 月 2 日(日) 10:00～13:00

ところ： （公財）あすて
内 容：日本と中国の芸能文化発表、交流会
（交流会：日本と中国の家庭料理、先着 100 食 200 円）
出 演：彩和可一座(日本舞踊)
華豊の友 （日中友好）
ＡＣＳＣ （Aichi Chinese Smile Club）

日 時

１１月１０日(土)
9:30～11:00

同 時 開 催

１０：００～１０：３０
フォルクローレ演奏
出

演：グルーポチチカ

子育て支援活動
ボランティア研修

10/13 パパレンジャー

10/14 ボランティアカフェ
10 月のボランティアカフェは、青年海外協
力隊員の丸山さんをお招きし、ケニアの人々
の生活・文化、民族紛争、ご自身の活動の目
的であるエイズ教育等についてお話しいただ
き、観光では知ることの出来ない情報を得る
ことができました。
それを基に後半では色々な質問が飛び交
い、丸山さんとお茶を囲みながら有意義な時
間を過ごしました。（参加者：15 名）

チャリティー活動
10/10 チャリティー10 日市
恒例のあすてチャリティー10 日市では竹
製品、木工製品、手芸品、陶器、旬の野菜、
栗おこわ、コーヒー、抹茶など 11 グループが
出店し賑わいました。買い物の合間にマーケ
ットライブの時間もあり、トヨタ剣扇会の皆さん
による力強い剣士舞が行われました。収益金
は中国内モンゴルの砂漠化防止のための植
林活動へ寄附されます。（来場者：80 名）

◆ 収集ボランティア 2012 年度上半期実績報告
ベルマーク

3183 枚

文具

鉛筆 77 本
ノート 43 冊
ペン 13 本等
36416 個

ペットボトル
キャップ
牛乳パックの
椅子
使用済切手
外国コイン

（ワクチン 45 人分）

24 個
（牛乳パック 741 枚）

4,700g

書損じハガキ

ｺｲﾝ 1,382 枚、
紙幣 42 枚
209 枚

新品タオル

103 枚

（公財）オイスカ
（環境・教育支援）
フジイ加工(株)を通し、
エコキャップ推進協会へ
愛知国際病院ホスピス
（病室内で使用）
㈳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

豊田市男性保育師によるおとうさんの子育
て支援講座「パワフルとうちゃん」が開催されま
した。おとうさんならではの身体を使ったダイナ
ミックな遊びに子ども達は大はしゃぎでした。
（参加：父子 23 組）

10/27 パパレンジャー同窓会
「子育て戦隊パパレンジャー」の受講生 OB
グループ「パパレンジャー同窓会」が、あすても
のづくりボランティアの協力を得て、親子木工
教室を開催しました。子ども用の腰掛を作りまし
た。失敗したところもいい思い出と、出来上がっ
たマイ腰掛にペーパーを丁寧にかける姿が見
られました。（参加：父子 8 組）

国際交流
10/13 日本文化体験デー
今月の日本文化体験は着物の着付けを実
施し、参加者が秋晴れの下、振袖姿を披露し
ました。 （参加：11 名）

10/14・21 チャレンジアジア
チャレンジアジア 2012 の事前研修がスタート
しました。初回は、あカンてグループの紹介や、
参加者の自己紹介をしました。緊張気味でのス
タートとなりましたが、自己紹介等を通してとて
も雰囲気の良い形で 1 回目を終えることができ
ました。研修 2 回目は、なぜ？なぜ？プロジェク
トの陶芸チームの方と一緒に稲束づくりをし、右
の写真のように完成させました。

関係団体受け入れ
10/18 シーモア市から市長一行訪問
米国インディアナ州シーモア市から市長一
行が訪問されました。
ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトの KO?BA
視察や自動車チームの活動について説明を
受けられ、その後火倶野姫の活動を視察され
ました。ちょうど炭焼きの窯入れの日で炉の中
を見ながら説明を受けられました。

企業研修
慰問活動
◇9/8 百花の会 （参号館コンサートホールにて受付ボランティア）
◇9/9 テルの会 （老健フジオカにて慰問活動）
◇9/17 テルの会 （介護センタースミレにて慰問活動）
◇9/22 ハーモニカカルテット四つ葉 （愛の家にて慰問活動）

10/26 神和会新入社員フォローアップ研修
神和会新入社員フォローアップ研修が開催さ
れ、39 名の新入社員が、半年間の振り返りやボ
ランティアワークショップなどを受けました。
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曲目：タイスの瞑想曲
波を渡るパオラの聖フランシス
戦場のメリークリスマス
他

2012 年

出演：簗瀬 彩
簗瀬 祥

violin
piano

12 月 12 日(水) 10:30 開演

会
場：あすて
チ ケ ッ ト：￥500（茶菓付き）
主催／問合せ／申込み：公益財団法人あすて

共催：MAYWINKTAS

公益財団法人あすて 設立記念事業

あすて設立の日を記念し、
あすてに賛助いただいて
いる企業に感謝すると共に
先人の思いに立ち返って
あすての理念や目的を再確認し、わたしたちにで
きる社会貢献について一緒に考えていくつどいを
開催します。皆様ぜひご参加ください。

◆日時 ：12 月 11 日(火) 13:30～14:30
◆会場 ：あすて
◆参加費：無料

あすてグループによる日中文化交流
～今こそ、草の根レベルの交流と相互理解を～

12 月 2 日(日) 10:00～13:00

とき
会
内

場：あすて
容：日本と中国の芸能文化発表、交流会

出

演：彩和可一座(日本舞踊)
華豊の友 （日中友好）
ＡＣＳＣ （Aichi Chinese Smile Club）

（交流会：日本と中国の家庭料理、先着 100 名

1 食 200 円）

多文化共生事業

日本文化見学会

社会人のための地域参加促進セミナー

○豊田市街の施設に出かけて、日本文化の見学や体験!!
○商店街を散策して、新しい町の発見をしよう！
Ｄate and Time

と

き：12 月９日（日） 9:00～13:00

Place

会

場：あすて ASTE

Participation

参加費 :￥800（交通費･体験料など）
Contents

内

支え合う地域づくりの実現にむけて、社会人が「地域社会
を構成する一員」という認識を抱き、地域課題へ目を向け、
地域への参加を促進する為に開催します。
と

き：2013 年 2 月 3 日(日) 午後 13：00～16：30

会
内

場：豊田市福祉センター
容 :・対談／「社会人の地域参加に向けて」
太田稔彦（豊田市長）× 早瀬昇（大阪ボランティア協会常務理事）

容：①くらし発見館（見学･体験）

・シンポジウム「地域とのつながり・地域でのつながり」

Toyota CityMuseum of Modern Industry and Living
Registration

申

②商店街散策

早瀬昇氏、NPO 法人スポーツクラブ豊田代表、あすて理事長、稲武交流館長

定
申

Walking in the town

あすて

込：ASTE ☎（0565‐52‐0362）

員 ：先着 450 人
込：電話で豊田市社会福祉協議会へ（電話：0565-31-1294）
※受付開始は 11 月 20 日(火)午前 9 時～

日 時

１２月１０日(月)
9:30～11:00

同 時 開 催

１０：００～１０：３０

出演：希の会
内容：日本舞踊、歌など

ボランティア研修

国際協力

11/25 ボランティアカフェ

11/4、10

25 日、シニア海外協力隊員でご活躍された
中谷様をお招きし、ボランティアカフェ「現地
現物ベトナム企業支援」を開催しました。
活動への志願理由や、活動の体験等を幅広
く語っていただきました。その後、コーヒーを飲
みながらの意見交換会では参加者から途絶え
ることのない多くの質問が飛び交い、有意義な
時間を共に過ごしました。（参加 10 名）

事前研修 3 回目は、「幼い難民を考える
会 あいち」の高木氏をお招きし、カンボジ
アについてお話いただき、その後人形やボ
ールの布チョッキンを実施しました。
また、事前研修 4 回目では 10 日市におい
て鈴カステラの販売をし、カンボジアの子ど
も達のための活動資金を集めました。

チャリティー活動

チャレンジアジア

多文化共生

11/10 チャリティー10 日市

11/4 日本語教室

本日の出店は竹製品、木工製品、手芸
品、陶芸、旬の野菜、鈴カステラ、ドライカレ
ー、抹茶セット、コーヒー など 9 ブースでし
た。毎月恒例のマーケットライブは、あすて
グループ「グルーポ・チチカカ」によるフォル
クローレ演奏でした（参加：50 名）

愛知淑徳大学の学生さん達が、授業の
一環としてにほんご教室を見学し、参加
者と交流を図りました。

売り手と買い手の双方が楽しく買い物しな
がら社会貢献できる「あすてチャリティー10
日市」。毎月 10 日に開催しています。

ＴＩＡ「国際の日」と「おかざき多文化フェス
ティバル 2012」にてあすてグループ、華豊
の友がボランティア出演をしそれぞれのイベ
ントで中国舞踊や歌謡を披露しました。

子育て支援

国際交流
10/7、11/4 華豊の友

ものづくり活動

11/21 パパレンジャー

11/26

21 日男性保育師連盟パパレンジャーが子
育て支援部門で「内閣府特命担当大臣賞」
を受賞しました。受賞にあたり代表の今津太
陽さんに感想をお聞きしました。

森のプレゼント事業で、ボランティアが製作
した間伐材のベンチを刈谷市の幼稚園に寄
贈しました。12 脚のうち 3 脚は園児たちがボ
ランティアに教わりながら組み立てました。

「父子の育児支援に焦点をあて、地道
に続けてきた活動が、このような形で評
価されたことを大変嬉しく思います。僕
たちを支援してくださった方々に感謝し
ています。そして、何より素敵な仲間と
共に楽しんで活動してきた成果だと思い
ます。今後ともよろしくお願いします。」

11/ 24

慰問活動

森のプレゼント

なぜ？なぜ？プロジェクト

ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト陶芸チ
ームは、山田先生にご指導いただきながら、
藁の｢にお｣づくりを半日かけてしました。これ
は来年度、野焼きで使用します。

企業研修

◇9 /24
BＰS 「すまいる駒場」にて演奏
綾 「古瀬間小学校」にて演奏
◇10/ 2
◇10/15 .18 テルの会 「デイサービスのんのん」にて演奏・ﾏｼﾞｯｸ
◇10/16
翡翠太鼓 「豊田市立青木小学校」にて演奏
◇10/16
ハーモニカカルテット四つ葉
デイサービス「ノアノア」にて演奏

11/15 新明工業㈱マネージャー研
新明工業（株）のマネージャー研修が 11
月 15 日～17 日の 3 日間で行われました。
お昼休憩には、環境整備のボランティア
活動として落ち葉拾いを実施してください
ました。
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２０１3 年
あけましておめでとうございます。
今年は穏やかな天候に恵まれ、あすてからは北東の方向はるか遠くに雪を頂いた御岳、中央アルプス、
南アルプスの山並みを臨むことができ、晴れやかなすがすがしいお正月を迎えることができました。
皆様もそれぞれに夢と希望に満ちた新年を迎えられたことと存じます。
昨年１０月からは公益財団法人に移行して２年目に入りましたが、ボランティアの皆様の素晴らしい
活動のお陰で数々の実績と共に充実した年であったと思っております。４月からの次年度は、さらに
社会への貢献を意識し、より充実させていくため、ものづくり、環境、国際を重点項目として事業を
展開してまいる予定です。今年もまたボランティアの皆様と手を携えて、世界中の人々の笑顔のため
頑張ってまいりたいと存じますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
あすて地球緑化プロジェクト
～砂漠化防止のための中国植林活動～

【日 程】
【活動地】
【内 容】
【定 員】
【参加費】
【申込み】

【その他】

2013 年 4 月 25 日（木）～４月 29 日（月）
中国内モンゴル自治区 シリンゴル盟 シリンホト市
シリンホト市近郊での植林及び交流活動など
10 名程度(20 歳以上の健康な男女)
※応募者多数の場合は面接の上決定
10 万円程度
申込用紙をあすて事務所または HP よりご入手いただき、
郵送、E-ｍail またはご持参にてご提出してください。
※ 締切 2013 年 3 月 17 日（日）必着

1/12
(Sat)

餅つき＆凧揚げ＆羽子板（10：00～12：00）

9:30～11:00
同 時 開 催

１０：００～１０：３０

外国人
対象

（第２土曜日/毎月開催,２nd Sat./Monthly）

場：あすて

・Place：ASTE
・参加料：無 料

出演：火俱野姫
内容：ハーモニカ・尺八

社会人のための地域参加促進セミナー

日本文化体験
＆
国際スポーツ交流会
和太鼓 13:00～15:00
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 15:00～17:00

支え合う地域づくりの実現にむけて、社会人が「地域社会
を構成する一員」という認識を抱き、地域課題へ目を向け、
地域への参加を促進する為に開催します。
と

き：2013 年 2 月 3 日(日) 午後 13：00～16：30

会
内

場：豊田市福祉センター
容 :・対談／「社会人の地域参加に向けて」
太田稔彦（豊田市長）× 早瀬昇（大阪ボランティア協会常務理事）

豊田市本町本竜４3 番地

・シンポジウム「地域とのつながり・地域でのつながり」

（℡０565-５2-０362）

・Participation fee：Free
・Registration：Please call ASTE

１月１０日(木)

日 時

・事前説明会（参加任意）2 月 10 日（日）11：00～12：00
・あすてボランティア登録（￥500）が必要となります。
（既にあすて及びＴＩＡに登録されている方は不要です）

2013

・会

10 日市は全てボランティアで行われています。各グループが目的を掲げ
て心をこめた手づくり品の販売をすることによって、気軽にお買い物を楽
しみながら、売り手と買い手の双方が社会貢献できることやグループ同
士や参加者との交流の場となることもねらいです。

早瀬昇氏、NPO 法人スポーツクラブ豊田代表、あすて理事長、稲武交流館長

定
申

員 ：先着 450 人
込 ：電話で豊田市社会福祉協議会へ（電話：0565-31-1294）
※受付開始は 11 月 20 日(火)午前 9 時～

ボランティア研修

国際協力

12/9 感謝のつどい

12/2,9,16 チャレンジアジアカンボジア

日ごろあたたかいご支援をいただいてい
る賛助会社の皆さんとボランティアの皆さん
が一堂に会し、あすての理念や事業につ
いて理解を深めました。ジオラマをご覧い
ただいたり、ティータイムには交流をしまし
た。（参加者：139 名）

16 日、チャレンジアジアカンボジア事前研
修最終日を迎え、現地スケジュールなどの再
確認やこれまで企画してきた交流会の準備
をしました。
２４日、参加者は元気な姿でカンボジアに
向けて出発しました。

チャリティー活動
12/10

多文化共生

あすてチャリティー10 日市

12/8

朝から雪が舞う寒い日となり、客足が心配
されましたが、多くのお客様にお越しいた
だいて、会場は賑わいました。マーケットラ
イブは「希の会」による舞踊、歌、銭太鼓で
した。（来場者：80 名）
寄付金総額は 21,430 円。砂漠化防止の
ための中国植林事業などへ寄付されます。

12/9

12/9

日本文化見学会

豊田市街の施設見学や散策を通して、
市の変遷や新しい町を発見することができ
ました。（参加者：21 名）

チャリティーコンサート

東日本大震災復興支援「クリスマスチャリ
ティーコンサート」が行われました。豊田市
在住の音大生・簗瀬彩さんのバイオリンと
簗瀬祥さんのピアノのとても素敵な演奏で
した。最後には東北大震災復興支援ソング
「花は咲く」をお二人の演奏と声楽家のお
母様のリードでみなさんで合唱しました。
（来場者：57 名）

国際交流
12/2

子育て支援
12/22 子育て戦隊パパレンジャー

日本文化体験

剣士舞を行いました。袴や刀を身に付けさ
せていただき、実際に刀や礼の作法を学び
ました。（参加者：５名）

「エコカー杯！」

父子で動力を使わないで走る世界に一つ
だけの車を作り、走行距離を競いました。
また、男性保育師連盟の今津先生による
チャリティーピアノコンサートが同時開催され
ました。お母さんのリフレッシュと、東北震災
で庭から木を失ってしまった幼稚園・小学校
に桜の木を贈ろうという「さくらっ子夢応援
団」の支援を目的に開催されました。
（参加者合計：150 名 寄付：18,770 円）

慰問活動
◇11/11 マロニエの会 「梅ヶ丘学園多目的」ホールにて慰問
◇12 / 7 綾 「西保見小学校」にて太鼓演奏

日中友好のつどい

国の事情はいろいろあっても草の根レベ
ルでは相互理解に努めましょうという考えの
もと「日中友好のつどい」が開催されまし
た。お互いの芸能文化を発表しあい、最後
には和太鼓の音色に合わせて全員で炭鉱
節など数曲を踊りました。ボランティアさん
手作りの豚汁と餃子も楽しみました。
（参加者：110 名）

12/14～16

ホームステイ

ＪＩＣＥ（キズナ強化プロジェクト）

オーストラリア、ニュージーランドの学生
27 名のホームステイを受け入れました。
16 日の歓送会では、ボランティアの手作
り料理を囲んでホストファミリーと学生たち
が交流し、アットホームで和やかな歓送会と
なりました。最後には訪日団から歌のお礼
があり、涙・涙のお別れとなりました。

ものづくり活動
ピノキオ
あすてピノキオグループが社会福祉協議会
よりボランティア活動の感謝状を頂きました。
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あすて地球緑化プロジェクト
～砂漠化防止のための中国植林活動～
内モンゴル地方では急速な砂漠化が深刻な問題となっていま
す。砂漠化は黄砂となって現地の農民や遊牧民、日本へも被害
をもたらしています。何もしなければ、失われていく緑の大地。あ
なた自身の手で地球の傷を癒し、緑と笑顔を増やしませんか？

【日 程】
【活動地】
【内 容】
【定 員】
【参加費】
【申込み】

【その他】

2013

2/9

(Sat)

外国人
対象
10 日市は全てボランティアで行われています。各グループ
が目的を掲げて心をこめた手づくり品の販売をすることによ
って、気軽にお買い物を楽しみながら、売り手と買い手の双
方が社会貢献できると共にグループ同士や参加者との交流
の場となることもねらいです。

陶芸 10:00～12:00

日本文化体験
・10:00～12:00
・13:00～15:00

陶芸
和太鼓

国際スポーツ交流会
和太鼓 13:00～15:00

バ ド ミ ン ト ン 15:00 ～

17:00
・会 場：あすて
・参加費：無 料

2013 年 4 月 25 日（木）～４月 29 日（月）
中国内モンゴル自治区 シリンゴル盟 シリンホト市
シリンホト市近郊での植林及び交流活動など
10 名程度(20 歳以上の健康な男女)
※応募者多数の場合は面接の上決定
10 万円程度
申込用紙をあすて事務所または HP よりご入手いただき、
郵送、E-ｍail またはご持参にてご提出ください。
※ 締切 2013 年 3 月 17 日（日）必着
・説明会（参加任意）2 月 10 日（日）11：00～12：00
会場：あすて
・あすてボランティア登録（￥500）が必要となります。
（既にあすて及びＴＩＡに登録されている方は不要です）

・15:00～17:00

日 時

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

9:30～11:00

豊田市本町本竜４3 番地
（℡０565-５2-０362）

・Place：ASTE

２月１０日(日)

同 時 開 催
10:00～10:30

・Registration：Please call ASTE
・Participation fee：Free

-

出演：稻生彦保代会と宮城一郎
内容：歌と舞
豊田市民の誓い

2 月 17 日（日）
【対
【会
【内

13:00～16:00

（受付：12：30）

象】外国人の方
場】あすて
容】1 部（13:00～14:20）
日本昔話「絵姿女房」を題材に演劇
2 部（14:30～16:00）
日常生活で必要な日本語を学び
ながらチョコレートマフィン作り
【参加費】お菓子代 \150

【日

時】2013 年 3 月 3 日（日）
（10:00～15:00）

【対 象】どなたでも
【内 容】豊田市民の誓い実践活動紹介及び交流
【参加費】無料
【会 場】竜神交流館（豊田市竜神町新生 115-2）

2013 年４月 21 日（日）（13:00～15:00）
会場：あすて
～チャレンジアジア カンボジア～
9 名の青年たちは 8 回にわたる事前研修の後、
12 月末、現地カンボジアでこども達の笑顔に
出会い、共に汗を流し、いろいろなことを感じて
きました。9 名の熱い思いがつまったボランティア
カフェにぜひおこしください！

ものづくり活動

国際交流

◇1/13、20 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト

◇1/13 華豊の友

豊田市小原地区にある福岡小次郎
さんの工房にお邪魔し、職人ならで
はのものづくりの心構えや大切さを学
び、実際に職人の工房で和紙のラン
プシェード作りに挑戦しました。

名古屋市栄久屋大通会場にて、
「第 7 回名古屋春節祭り」に、出演し
ました。歌や演奏や踊りなどを披露
し、昨年来の日中情勢を跳ね返すよ
うな情熱的な春節祭になりました。

チャリティー活動

国際協力

◇1/10 チャリティー１０日市

◇12/ 31

さわやかな天候の中で今年初めて
の 10 日市が行われました。マーケッ
トライブでは火倶野姫（竹を有効利
用しての製品作り、環境整備を目指
す）と尺八の会のコラボでハーモニカ
と尺八の演奏がありました。収益は黄
砂防止のための中国植林活動に寄
付されます。（参加：50 名 収益:17866 円）

24 日からカンボジアに出発したメン
バー全員が無事に帰国しました。
現地の子どもたちのために、遊具づく
りや建屋の修繕、交流会などを実施
してきました。
今後は、ボランティアカフェや国際
協力を目的としたチャリティー活動を
通して、この活動を広く伝えていきま
す。

慰問活動
12/13 テルの会
場所：ワンズヴィラ池鯉鮒
内容：手品披露・ハーモニカ演奏

12/ 22 ハーモニカカルテット四つ葉
場所：グループホームつばさ
内容：ハーモニカ演奏

12/ 25 翡翠太鼓
場所：豊田市立五ヶ丘小学校
内容：太鼓演奏

1/14 テルの会
場所：豊田介護センタースミレ
内容：手品披露・ハーモニカ演奏

東日本大震災復興支援

ひな祭りの日にちなみ、春の曲を４グループが演奏します。
※復興支援金は、被災地気仙沼の植林事業に寄付

チャレンジアジア

多文化共生
◇1/ 12

日本文化体験

・日本文化体験
日本のお正月体験をしました。
羽子板や凧上げで遊んだ後、餅つ
きを体験しました。重い杵を精一杯
振上げて、しっかりとお餅をつくこと
ができました。（参加：16 名）
・スポーツ交流会
多くの外国の方がバドミントンに参
加し、基本のラリーやダブルスでの
試合など、楽しく交流を図ることがで
きました。
（参加：16 名）
【日 時】３月３日（日）14:00 開演
【場 所】豊田市福祉センター ホール
【入場料】1000 円（＋復興支援金 500 円）
【主催・問合せ】チェロを楽しむ会
０９０-３５６９-４９１４（いわき）
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【日 時】 2013 年
2013 年度の始まりにあたって、登録者の皆様と一緒に
よいスタートを切る事ができますよう、2013 年度の事
業計画と取り組みについて説明させていただきます。

4 月 6 日（10:00～11:00）

【対 象】登録予定者全員
※新規に登録されたい方もどうぞご参加下さい。
当日は個人登録の受付けもいたします。

A Day of Japanese Culture

日本文化体験

の

3.23(Sat)
10:00～12:00

日本語ボランティアとして幅広く活躍されている苅谷太佳子さんと、
4 つの日本語教室（ウエルカムにほんご教室・KIFA 日本語教室・東陽
精機日本語教室・もっと日本語教室）に参加する外国人と日本語ボラ
ンティアを迎え、
「ボランティアを始めたきっかけは？」
「活動中に嬉
しかったことは？」「気をつけていることは？」等をテーマに、実際
に日本語ボランティアをしている方と一緒に語り合いませんか？

◆日
◆対
◆会
◆内

時：3 月 23 日（土）10:00～12:00
象：外国の方ならどなたでも
場：（公財）あすて
容：着物の着付け、和太鼓、お抹茶、剣士舞、
琴、竹細工、折紙、陶芸など 10 ブース
◆参加費：無料

あすて地球緑化プロジェクト
～砂漠化防止のための中国植林活動～

【日

程】

【活動地】
【内 容】
【定 員】
【参加費】
【申込み】

【その他】

2013 年

4 25
月

日（木）～

4 29
月

日（月）

中国内モンゴル自治区 シリンゴル盟 シリンホト市
シリンホト市近郊での植林及び交流活動など
10 名程度(20 歳以上の健康な男女)
※応募者多数の場合は面接の上決定
10 万円程度
申込用紙をあすて事務所または HP よりご入手いただき、
郵送、E-ｍail またはご持参にてご提出ください。
※ 締切 2013 年 3 月 17 日（日）必着
・あすてボランティア登録（￥500）が必要となります。
（既にあすて及びＴＩＡに登録されている方は不要です）

10 日市は全てボランティアで行われています。各グループが目的を
掲げて心をこめた手づくり品の販売をすることによって、気軽にお買
い物を楽しみながら、売り手と買い手の双方が社会貢献できることや
グループ同士や参加者との交流の場となる
こともねらいです。

日 時

３月１０日(日)
9:30～11:00

同 時 開 催
10:00～10:30
＊出演 ・ACSC (Aichi Chinese Smile Club)
・タイ人グループ(日本語教室学習者)
＊内 容 ・モンゴル族舞踊、歌「眉飛色舞」
・タイのダンス

2013 年４月 21 日（日）（13:00～15:00）
会場：あすて
～チャレンジアジア カンボジア～
9 名の青年たちは 8 回にわたる事前研修の後、
12 月末、現地カンボジアでこども達の笑顔に
出会い、共に汗を流し、いろいろなことを感じて
きました。9 名の熱い思いがつまったボランティア
カフェにぜひおこしください！

ものづくり活動
◇2/16 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト
2013 年度ものづくりなぜ？な
ぜ？プロジェクトの説明会が開催
されました。
次年度は OB を対象にワンランク
上のものづくりをめざします。

チャリティー活動

国際協力
◇2/23 あすて地球緑化プロジェクト
4 月の中国植林活動に向けて、
募集のための事前説明会を行いま
した。参加された皆さんがとても
熱心に聞いてくださいました。
申込締切りは、3 月 17 日（日）
となります。

国際交流

◇2/10 チャリティー10 日市

◇2/17 Let's Enjoy Japanese

2 月のあすてチャリティー10 日
市は 3 連休のなか日にも関わらず、
100 名の来場者で賑わいました。マ
ーケットライブでは、稲旺彦保代
会の日舞と宮城一郎さんの三味線
と歌のコラボで会場は盛り上がり
ました。チャリティーの収益金は、
砂漠化防止のための中国植林など
に寄付されます。

愛知教育大学と愛知淑徳大学の
学生さん連携企画による国際交流
会"Let's Enjoy Japanese"を開催
しました。第 1 部では、紙芝居を
使って物語の結末を参加者同士で
考え合い、発表会を行いました。
第 2 部では、チョコマフィン作
りやお買物時に便利な辞書作成を
行いました。（参加者：17 名）

子育て支援活動

多文化共生

◇2/23 子育て戦隊パパレンジャー

◇1/27 学生企画による交流会

子育て戦隊パパレンジャー
連続講座 5 回目は「男祭り」
お父さんたちが子どもたちのた
めに屋台風のお祭りを企画しま
した。参加者は 47 組の親子で約
180 名でした。
今回で今年度の講座は終了し、
参加者一人一人にパパレンジャ
ーから修了証が手渡されました。

愛知淑徳大学の学生さん企画に
よる交流会が開催され、日本語の
学習者とお雑煮づくりを楽しみま
した。（参加者：15 名）

慰問活動
◇1/24 翡翠太鼓
場所：ニチイデイサービス（豊田南）
内容：太鼓演奏
◇2/18 テルの会
場所：豊田つつみ園
内容：オカリナ・マジック・歌

◇2/9 日本文化体験
今月の日本文化体験は、陶芸
を行いました。見本通りに、上
手に作ることは難しかったです
が、個性あふれる作品を創るこ
とができました。（参加者：24 名）

◇2/22 たのしいにほんご
たのしいにほんご（金曜日）
総合クラスの参加者で豊田市街
へ行き、公共施設やデパートの
会員証づくりを学びながら散策
（参加者：３名）
をしました。

