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～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、昨年 12 月、
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！

日 時

４月１０日(水)
9:30～11:00

同 時 開 催

(10:00～10:30)
４月の出演：ギター（ソロ＆デュオ）
尾辻 一 氏、大秋 修

氏

ものづくり活動

慰問活動

◇3/12 森のプレゼント事業

◇2/14 ハーモニカカルテット四つ葉
三九朗病院デイサービス「ノアノア」
にて、ハーモニカ演奏
◇2/24 連理
デイサービス「ツクイ」にて太鼓演奏

2013 年度より正式に始まるあすて森の
プレゼント事業に向けて、「森のプレゼン
ト」ボランティアグループが立ち上がりまし
た。社会貢献を目的とした事業の進め方
や木工機械室の使い方などについてみ
んなで意見交換をしました。

◇3/20 ジオラマ体験会

多文化共生

ジオラマの体験会があり親子連れでに
ぎわいました。子どもたちは自分で動かせ
るとあって目を輝かせながら真剣にコント
ローラーを操縦していました。

◇3/23 日本文化体験デー
「日本文化体験デー」が開催され、
約 70 名の外国の方が参加されました。
ボランティアによる着付け、生け花、茶道、
お琴、華道、折り紙、字てがみ、剣士舞、
太鼓、陶芸、竹細工、日本の遊びの
合わせて 11 ブースで、様々な
日本文化体験を通して、
多くの参加者に喜んで
いただきました。

チャリティー活動
◇3/10 チャリティー10 日市
小春日和の中、たくさんの方に来場いた
だいて盛況でした。また、マーケットライブ
では、あすてで日本語を学ぶタイ人グル
ープと日本企業に勤める中国人グループ
による歌とダンスで、国際色豊かなライブ
となりました。

国際協力
◇2/7 華豊の友
豊田市の美里交流館にて華豊の友
が地域の方 100 名と歌や演奏を通じて
国際交流を行いました。

◇2/10 華豊の友
豊田市国際交流協会で行われたナシ
ョナルデーに華豊の友が参加しました。
今回は特別企画として、チベット文化の
紹介と、二胡の演奏を行いながら参加者
の皆さんと交流を深めました。

◇2/24 華豊の友
岡崎市西部地域交流センターにて華
豊の友が春節祭に参加しました。
岡崎市市民と在日中国人 200 名が集
まり、大規模な日中交流となりました。

お世話になり、ありがとうございました。
1 月より新職員となりました田中久です。
あすてとボランティアグループが一体となって
社会貢献活動に日々真剣に楽しく取組んで
おられることを強く感じています。
更に皆さんが活動しやすい環境づくりに努めて
いきますので、宜しくお願いします。

田中 久

2 年 10 ヶ月と短い期間でしたがお世話になり
ました。沢山の人にお会いできて楽しく過ごす
事ができました。これからは、ボランティアとして
あすてに来る予定です。
今後も、よろしくお願い致します。

鈴木 克芳
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あすて地球緑化プロジェクト

～あなたの支援が、地球を緑で包む～
あすてでは、2013 年度から中国（内モンゴル自治区）で植林活動をはじめました。
現地での植林活動に参加できなくても、募金を通して参加することができます。
あなたの支援は、苗木（ポプラ・松）を根付かせ、末永く地球や人々を守ります。
みんなで協力して地球の傷を癒し、緑と笑顔を増やしませんか！？
10 口以上募金された方には、苗木にネームタグが付きます
公益財団法人あすて 豊田市本町本竜 43 番地
［℡：0565-52-0362（FAX：0363）］ 開館時間：9：00～17：00 休館：毎月最終日
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」とは！？
内モンゴル地方では開墾や遊牧により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。
あすては、地球緑化プロジェクトを立上げ、内モンゴル自治区の緑を再生するために、ボランティアや
アイシングループと協力しながら 10 年計画（予定）で植林活動をします。
2013 年度は苗木を植える為の、防砂作業（黄柳の植林）に従事しました。約 4 年後を目途に、ポプラ・松の苗木を植林します。

来て・見て・触ってみよう！

日 時：2013 年 5 月

11 日(土)

（10：00～12：00 の間ならいつでも）

（16:00～21：00）
16：00
16：00～16：15
16：15～20：30

集合（あすて）
対面式
ホームビジット

場
対
内
申

所：あすて
象：どなたでも 参加料：無料
容：鉄道ジオラマの見学、体験
込：当日直接あすてまで
※その他の運行日は見学のみです

(夕食の時間を一緒に過ごしていただきます）

20：30～21：00

ネイティブスピーカーと交流しながら学ぶ

お別れ会・終了

募集期間：5 月 15 日（金）まで

参加
無料

申込＆
問合せは
あすて

諸注意
(ア) 2 名～3 名の受入が可能なご家庭
(イ) 独身の方は複数名になるように、申込みをお願いします
(ウ) 受入期間中は、複数名で一緒に過ごしていただけるご家庭
(エ) 日本人のご家庭（ご夫婦のうちどちらかが日本人の場合は、
問題ありません）
(オ) あすて登録料 500 円が必要になります
（カ） 男女別の受入希望はできません

あすてのボランティアグループ ACSC が企画する「たのしい中国語」は、友
だち同士が会話を楽しむ雰囲気の中で気軽に楽しく学べる中国語講座で
す。中国語を覚えて、より中国を知る機会としてみませんか？
・対 象：中国語を母語としない方、中国語に興味のある方
・と き：毎週日曜日 １１：００～１２：３０ 随時参加可
・ところ：公益財団法人あすて
・申込＆問合せ：ACSCにメール：Hacsc2009aisin@yahoo.co.jp
又はあすてまで

日 時

５月１０日(金)
9:30～11:00

同 時 開 催

(10:00～10:30)
５月の内容：中国植林活動報告

ボランティア研修事業

環境事業

◇3/30 ボランティアカフェ

◇4/6 中国植林説明会

日本語ボランティアとしてご活動され
ている、苅谷さんと地域の日本語教室
の方を講師に迎え、ボランティアカフェ
「ことばでできるボランティア」が開催さ
れました。自己紹介からはじまり、日本
語教室に参加したきっかけや日本語ボ
ランティアの時に気をつけている事など
をグループに分かれて話し合い、最後
にはグループ発表を行い、参加者全員
が日本語ボランティアの活動と言葉の
大切さを共有しました。（参加者 27 名）

植林活動に向けて、参加者へ全体説
明会を行いました。本日が全員揃って
初の顔合わせとなり、自己紹介や質疑
応答などを通して本番に向けて結束力
を高める内容となりました。

◇4/6 あすてはじめの会
新年度の活動を始めるにあたって、
はじめの会が開催され、約 130 名のボ
ランティアが参加し、2013 年度の事業
方針や事業計画を共有しました。

ものづくり事業
◇4/18 森のプレゼント
あすて森のプレゼント事業で、トヨタ自
動車の賛助により森のプレゼントボランテ
ィアが間伐材を使って、本棚、棚、下足
棚、踏み台、テレビ台、パズル、飾り額な
どを作り、梅ヶ丘学園に寄贈しました。
18 日、子どもたちが集まって贈呈式が行
われ、その後子どもたちが釘を打って最
後の仕上げをしました。

チャリティー事業
◇4/10 チャリティー10 日市
4 月の 10 日市は、この季節の恒例
になっている朝どり筍や初登場の手作り
オカリナの販売もあって賑わいました。
マーケットライブでは、アコースティック
ギターによる澄んだ音色の演奏に会場
は癒されました。（参加者：110 名、
出店ブース：１３ 寄付金額：54,416 円）

◇4/25～29

中国植林活動

あすてからの参加者に加え、現地企業
のボランティアや牧民あわせて総勢 70 名
で植林活動を行いました。砂漠は穴を掘
ってもすぐに埋まってしまうので、苦労し
ながら 2 ヘクタールの土地に黄柳を植え
ました。また、昼食にはボランティアがカレ
ーを作り、みんなで楽しみました。
これからも苗木の成長を楽しみにしなが
ら 10 年計画で植林を続けます。
現地で植林活動に携わる以外にも
1 口 100 円の苗木募金
を募集していますので、
ご協力を宜しくお願い
します。

福祉事業
◇4/19 テルの会
場所：豊田みのり園にてマジックや歌謡ショーの慰問活動
◇4/18 翡翠太鼓
場所：いやしの里 ハナモトにて太鼓の慰問演奏
◇4/1 翡翠太鼓
場所：本町児童館にて太鼓の演奏

国際交流事業
◇4/4 ホームビジット
ASEAN9 カ国 28 名の大学生をあす
てにお迎えし、11 家庭に分かれて
ホームビジットを実施しました。
約 4 時間の短い間でしたが、学生達は
それぞれの家庭で楽しく交流すること
ができました。
次回は 5 月 30 に行われますので、
是非ご協力を宜しくお願いします。
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人道活動家、ローズ・マペンドさんを追った感動のドキュメンタリー！

◇INTRODUCTION◇
90 年代後半、ローズとその家族は暴力で荒廃したコンゴ民主共和国の戦火を逃れ、アメリカに渡る。
人権活動家として赦しと和解を訴え続けるローズ。やがて 10 年以上もの歳月を経て、彼女はアフリカに残してきた
一人の娘と再会を果たす。しかし一家はその背後に隠された辛い過去と向き合うことを余儀なくされる・・・。

日

時：

６月２９日（土）１４:００～１５:３０

参加費：無料
会

同時開催

場：公益財団法人あすて

申込み：電話又はメールであすてまで

日 時

６月１０日(月)

・難民支援チャリティーバザー
・チャレンジアジア活動パネル展

9:30～11:00
来て・見て・触ってみよう！

同 時 開 催

琉球舞踊

うるまの会

（13:00～14:00/15:30～16:30）

(10:00～10:30)

琉球舞踊は大きく宮殿舞踊と庶民舞踊に分
かれます。毎年 5 月にリトルワールドで公演
するほかにボランティアで各地の福祉施設や
コミュニティーセンターを訪問しています。
会員は東海各地に住み、総勢で約 50 名。

日 時：６月 ８日(土)（10：00～12：00）
会
対
内
申

場：公益財団法人あすて
象：どなたでも 参加料：無料
容：鉄道ジオラマの見学、体験
込：当日直接あすてまで
※その他の運行日は見学のみです

ボランティア研修事業
◇4/21 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、約 30 名が参加しまし
た。チャレンジアジアに参加した
若者たちの体験に基づく熱い話
に熱心に耳を傾け、感動を共有
したり、和やかに意見交換しまし
た。

青少年支援事業
◇5/11 なぜ？なぜ？プロジェクト
ものづくりなぜ？なぜ？プロ
ジェクトのはじめの式が開催さ
れました。１０年目のなぜ？な
ぜ？プロジェクトは、ＯＢ・ＯＧ
による、ステップアップしたもの
づくりにチャレンジします。
右の写真は全員でラジオ体
操の後、指差呼唱をしていると
ころです。

チャリティー事業
◇5/10 チャリティー10 日市
今回の１０日市は、オイスカ中部
研修センターと百花の会が初出
店してくださいました。オイスカは
研修生の生産した新鮮安心卵や
米など、百花の会はメンバーが協
力して作成した手芸品が並びまし
た。恒例のマーケットライブでは、
「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」の実施報告がありました。
（出店：11 ブース、参加者：80 名、
売上：91290 円、寄付：37460 円）

福祉事業
◇4/22 テルの会 介護センター『スミレ』にて慰問活動

国際交流事業
◇5/30 ホームビジット
国際交流を目的に ASEAN9 カ国
27 名の大学生を迎え、7 家庭に
分かれてホームビジットを実施しま
した。約 4 時間の短い間でしたが、
ホストファミリーとの楽しい時間を
過ごす中で友情を築きました。

その他事業
◇5/23～25 新明工業マネージャー研修
23 日・25 日の 3 日間、新明工業
㈱のマネージャー研修が行われ
ました。昼休憩時には、新明工
業の新入社員と
合同であすての
清掃活動をして
いただきました。

◇5/23～24 新明工業新入社員ボランティア研修
23 日・24 日の 2 日間、新明工
業㈱の新入社員 20 名がボランテ
ィア研修を行いました。
１日目は、大豆畑作りと社会福
祉協議会の方に来ていただき、
車いす等の講習を受けました。
翌日は、竹村小学校に出向き、
遊具のペンキ塗りと側溝掃除を
行いました。その他にも、竹林の
間伐作業や、地域のゴミ拾いも
行うなど、沢山のボランティア活
動を体験しました。
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2013 年４月。中国内モンゴル自治区のホンシャンタークゥ砂漠にて、日本人と中国人の
ボランティア総勢５２名が、植林活動を行いました。温暖化や放牧による砂漠化が進行する
現地で、時には汗をかき、時にはみぞれまじりの寒風に身を震わせながら共に木を植えた
３日間。広大な砂漠で、小さな木を植えながら私達が想ったことを、ぜひ多くの皆さんに
聞いていただけたらと思います。

あすて地球緑化プロジェクト

～あなたの支援が、地球を緑で包む～
あすてでは、2013 年度から中国（内モンゴル自治区）
で植林活動をはじめました。現地での植林活動に参加
できなくても、募金を通して参加することができます。あ
なたの支援は、苗木（ポプラ・松）を根付かせ、末永く
地球や人々を守ります。みんなで協力して地球の傷を
癒し、緑と笑顔を増やしませんか！10 口以上募金さ
れた方には、苗木にネームタグが付きます
※目標：24000 本
公益財団法人あすて 豊田市本町本竜 43 番地
［℡：0565-52-0362（FAX：0363）
］
開館時間：9：00～17：00 休館：毎月最終日

日 時

7 月１０日(水)

9:30～11:00

同 時 開 催

オカリナ演奏

ほづみ会

(10:00～10:30)

タイ山岳少数民族の子ども達を支援する
グループがお届けするオカリナのハーモニー
来て・見て・触ってみよう！

日 時：7 月 13 日(土)（10：00～12：00）

▲あすてのサロンにて中国植林の様子とあすての森
募金の現状を見ることができます。

会
対
内
申

場：あすて
象：どなたでも 参加料：無料
容：鉄道ジオラマの見学、体験
込：当日直接あすてまで
※その他の運行日はあすてカレンダー
に記載（見学のみ）

ものづくり事業

多文化共生事業

◇6/12 森のプレゼント

◇6/16 たのしいにほんご

森のプレゼントの定例会が開かれま
した。森のプレゼントでは、4 月に続
き、7 月には児童養護施設・梅ヶ丘学
園に棚などを贈る予定です。会の後
は早速製品作りにとりかかりました。
今後は、保育所へのベンチ寄贈、
木工ワークショップ、
間伐作業などを
行う予定です。

たのしいにほんご日曜日クラスで
は、「趣味」「食べもの」をテーマにし
て日本語パートナーと交流しまし
た。「趣味」では、読書や好きな歌・
音楽などを書いて練習しました。
また、「食べ物」については、
簡単な日本食の作り方を学んだり、
自国の料理を紹介をしました。

チャリティー事業

国際協力事業

◇6/10 チャリティー10 日市

◇6/29 難民映画上映会

6 月の 10 日市の出店は 10 グルー
プでした。「火倶野姫」の竹かごや花
炭の盛かご、「花水木」の古布を再利
用して作ったベストや小物も大好評
でした。その他には、季節の新鮮野
菜、オカリナや篠笛などの楽器、木工
製品、オイスカ研修センターのこだわ
り卵やジャム、コーヒーや抹茶のセッ
トなども大変喜んでいただいていま
す。「マーケットライブ」は、うるまの会
による琉球舞踊。珍しい音楽、踊りや
衣装を楽しみました。

第４回難民映画会「ローズとその
家族」が開催されました。同時にマ
ロニエの会・MAYWINKTAS・あカン
てによる、チャリティーバザー・カフ
ェ・カンボジアでの活動パネル展示
が開催され、難民理解に繋がる 1 日
になりました。
そして、コーヒーはスターバックの
寄付、また皆様からのバザー品ご協
力ありがとうございました。

参加者：130 名、売上総額：103,790 円、
寄付総額：31,375 円

福祉事業
◇5/18 連理

若草苑にて慰問活動

◇5/30 テルの会 豊田みのり園デイサービスにて慰問活動
◇6/４

綾

広川台小学校にて慰問活動

◇6/４

綾

西保見小学校にて慰問活動

※売り上げは募金と共に難民支援のために寄付
されます。（参加 70 名 寄付 93,356）

青少年支援事業
◇6/8 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト
繊維チームは、矢作川の土手に
葛を採集に行きました。採集した葛
から糸をとり、コースターなどの小さ
な作品を織り上げる予定です。

◇6/14 ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクト
自動車チームは、15 日から 2 日
間、ポートメッセなごやで開催され
た「名古屋ノスタルジックカーフェ
スティバル」に、チームでレストアし
た車が展示されました。
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発展途上にあるカンボジアの現状を
実際に見て肌で感じて、これからの
国際協力や社会貢献について仲間と考え、行動してみませんか？
【活動期間】 2013 年
【参加費】

12 月 24～31 日（火）

▽Youtube にて、過去のボランティア活動
をスライドショーにまとめてあります。

15 万円

【定員】

選考 8 名程度
[20～40 歳までの健康で、事前・事後研修に参加できる方。
あすてにボランティア登録（500 円/年度）必要。]
【申込方法】 申込用紙をあすて事務所または HP よりご入手頂き、郵送
または、ご持参にてご提出ください。 締切：9 月 1 日（日）
【送付先】
【その他】

公益財団法人あすて 〒473-0911 豊田市本町本竜 43
℡：0565-52-0362（FAX：0363）
面接：9 月 8 日（日）10:00～ 場所：あすて

2011
『チャレンジアジア２０１１カンボジア 』
URL:http://www.youtube.com/watch?v=3
CftFZFAikY
2012
『Challenge Asia 2012 in Cambodia』
URL:http://www.youtube.com/watch?v
=8tSwwv1GZWg

あすて地球緑化プロジェクト・中国植林チャリティーコンサート

チャン・ビン

2013 年

2013

9 月 11 日(水)10:30 開演

豊田市丸山町 10-5-1

出演：山田 真吾 cello
大島 晶子 piano
アンサンブルひまわり

(日)
(0565)24-1100

開場 17:00

開演 18:00
全席自由 \2,000

【チケット取扱先】 ※8 月 19 日（月）より発売
(公財)あすて
(0565)52-0362
【お願い】

曲目：ショスタコービッチ チェロソナタ
見上げてごらん夜の星を
ピノキオより「星に願いを」
ハイドン チェロコンチェルト 1 楽章

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
〒473-0911 豊田市本町本竜 43 ☎0565-52-0362
http://www.aste-toyota.jp
共催：MAYWINKTAS（あすて登録グループ）

・駐車場には限りがあります。乗り合わせ、または公共交通機関をご利用下さい。
・未就学児のご入場はご遠慮下さい。
・写真・ビデオなどの撮影はご遠慮下さい。

他

ボランティア研修事業

環境事業

◇7/14 ボランティアカフェ

◇あすての森募金

ボランティアカフェ「中国で木を
植えてみて」が開催されました。
発足の経緯から現地での活動ま
で、植林活動の写真やビデオを
中心に、事務局スタッフから楽しく
熱意のこもった報告がありました。
途中、中国のお茶・お菓子を楽し
みながら植林参加者にも感想を
聞くなどし、植林に対する思いや
取り組みを全員で共有できるひと
ときとなりました。

皆様の温かいご協力で、あすて
の森募金は、1,632 本（1,632,000 円）
集まりました。目標に向け、今後も
募金にご協力を宜しくお願いします。

(参加者：28 名)

チャリティー事業
◇7/10 チャリティー10 日市
7 月のチャリティー10 日市には
沢山のお客様にお越しいただ
き、大盛況でした。マーケットラ
イブはほづみ会（豊田市国際交流
協会ボランティアグループ）によるオ
カリナ演奏でした。今回初登場
の出店グループは「卯月の会」
で、パソコンで素敵な名刺を作
るブースを出してくれました。
（来場者：162 名、出店ブース：11、
寄付金額 58,300 円）

※8 月はお盆休みのため、10 日
市はありません。9 月からは
通常通りに開催します。

福祉事業
◇7/4

翡翠太鼓
ニチイデイサービス豊田南にて慰問活動
◇7/11
テルの会
ワンズヴィラ池鯉鮒にて慰問活動
◇7/22．25 テルの会
デイサービスのんのんにて慰問活動

あすての森募金の進捗は、あすて HP 内「あすての森」
にて随時公開しています。ぜひご覧ください♪

多文化共生事業
◇7/5、7 たのしいにほんご
金曜日クラスと日曜日クラスで
は、七夕に向けて各自短冊に願い
を書き、飾り付けを行いました。

◇7/14 たのしいにほんご
日曜日クラスでは、7/7 に引き続
き、「お祭り」について学習を行った
後に、ボランティアさんに浴衣を着
付けていただきました。短い時間で
はありましたが、学習者に大変喜ん
でいただける内容となりました。

◇7/26 たのしいにほんご
たのしいにほんご金曜日クラスの
成果発表会を行いました。今回は、
あすて職員がクラスのメンバーに加
わり、受講者とペアで自己紹介を通
して、趣味や好きな食べもの、休暇
の過ごし方などを会話した後に、各
自でまとめを行い、学んだにほんご
で他己紹介を行いました。

ものづくり事業
◇7/26 森のプレゼント
梅ヶ丘学園から注文を受けて制作
した一部分を搬入しました。
製作の経過は、あすて HP 内「森のプレゼント」
にて随時公開しています。ぜひご覧ください♪
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あすては 2013 年度より、ものづくり事業として、森の
恵みである間伐材を利用して、木工製品を、製作・
贈呈するプロジェクト「森のプレゼント事業」を立ち
上げました。携わるのは「森のプレゼント」ボランティ
アの皆さん。そこで今回は、代表の硲伸夫さんに活
動内容や魅力、これからの夢などを存分に語ってい
ただき、参加者と意見交換しながら有意義な時間を
過ごせたらと考えています。
あすて地球緑化プロジェクト・中国植林チャリティーコンサート

チャン・ビン

内戦から 20 年余り。戦争の爪痕は、いまだにカンボジア社会に暗い影を落と
しており、子どもたちを取り巻く環境は依然として厳しいままです。あすてで
は、2008 年より「チャレンジアジア～カンボジア～」に取組み 2013 年度
も現地ＮＰＯ法人（幼い難民を考える会）と共に、現地保育所の支援活動を行
います。保育所に通う子どもたちが少しでも安全で衛生的な環境で過ごせるよ
うに、あなたの支援を必要としています。

1 口 500 円からあなたの支援は、様々な援助に充てられます。

2013

(日)

豊田市丸山町 10-5-1

(0565)24-1100

全席自由 \2,000
【チケット取扱先】
(公財)あすて (0565)52-0362
【お願い】
・駐車場には限りがあります。乗り合わせ、または公共交通機関をご利用下さい。
・未就学児のご入場はご遠慮下さい。
・写真・ビデオなどの撮影はご遠慮下さい。

例えば・・・
500 円でできること

ミニ黒板、チョーク、
クレヨンを 30 名分
購入できる。

1,000 円でできること

栄養 豊富なゆで卵
を 80 名が食べる
ことができる。

2,000 円でできること

保育士 1 名が、
保育研修を 2 ヶ月
講習できる。

募金申込書(あすて HP よりダウンロード下さい)
と現金を添えて、あすて事務局へお持ちください。

2013 年 9 月 11 日(水)10:30 開演
会
場：あすて
チ ケ ッ ト：￥500（茶菓付き）
主催／申込み：あすて
共催：MAYWINKTAS（あすて登録グループ）

出演
山田 真吾 cello
大島 晶子 piano
アンサンブルひまわり

環境事業

国際協力事業

◇あすての森 進捗状況

◇8/4 チャレンジアジア

中国内モンゴル自治区ホンシャンタークー砂漠にて、今年 4 月に
植林した、黄柳・ポプラの成長の様子が、あすての森中国事務局
王蒙志さんより届きました。

今年度カンボジアの保育所支援
の一環として、現地の子ども達に
「読み聞かせ」をするため、あカンて
のメンバーが集まり、絵本の製作活
動が始まりました。 クメール語への
翻訳に手書きの絵を添えた手づくり
の絵本で、12 月完成を目標に製作
していきます。
9 月中旬からはチャレンジアジアの
新しいメンバーも加わり、現地活動
に向けた準備が始まります。カンボ
ジアの子ども達のため募金協力や、
現地へボランティア活動に行く若者
へのご支援を宜しくお願いします。

▲8 月の黄柳・ポプラの成長の様子

多文化共生事業
◇8/2・4 たのしいにほんご
▲７月の黄柳・ポプラの成長の様子

チャリティー事業
◇収集ボランティア実績（2013 年 4～8 月）
個人及び企業の皆様のご協力により、下記のように各団体に収
集物を送付できました。皆様のご厚意に感謝いたします。

金曜日と日曜日の各日本語教室
の 10 期が終了しました。日本語ボラン
ティアの協力もあり、受講生 27 名が
楽しく日本語を学ぶことができました。 ▲研修を終え、茶話会（交流）の様子

青少年育成支援事業
◇8/3 なぜ？なぜ？プロジェクト
自動車チームの中間発表の様子で
す。「内装」「デザイン」「板金・溶接」
「エンジン」の各 4 チームが、5 月から
の活動成果を発表しあいました。来
年 3 月 15 日には、なぜ？なぜ？プロ
ジェクト 10 周年の記念イベント「もの
づくリンピック」も開催されます。

その他事業
◇8/22～24 新明工業マネージャー研修

福祉事業
◇8/20
◇8/23

綾
翡翠太鼓

とよた豊寿園にて慰問活動
とよた豊寿園にて慰問活動

新明工業のマネージャー研修が
3 日間行われました。最高気温 38
度を超える中、夕食後に草取りのボ
ランティアをしてくださいました。
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日 時

１１月１２日(火)

行き先

伊勢神宮 ～外宮・内宮両まいり

ＡＭ７：３０

あすて集合

（ＰＭ６：００頃帰着）

対 象：あすてボランティア登録者
参加費：３，２００円（バス代と保険代を含む。昼食代別。）
申込み：10 月１日（火）より参加費をそえて事務局へ。
定 員：先着 40 名
その他：1１月８日以降のキャンセルは、キャンセル料が必要。
あすて親睦旅行では、
［遷御の儀］を終えた『新社殿』を‘時間たっぷり’参拝します。
昼食は≪おかげ横丁≫で各自で自由に食べていただきます。
式年遷宮とは・・・
６９０年に第 1 回が行われ、今年で６２回目。神宮の永遠性を実現する大切な儀式です。
社殿の中心となる正殿、宝殿や御垣、御門などの御垣内の建物、神の衣服や正殿の装飾、器物などが新調されます。
クライマックスは御祭神が新殿へ遷される［遷御の儀］
。内宮は 10 月 2 日、外宮は 10 月 5 日。
あすて地球緑化プロジェクト・中国植林チャリティーコンサート

チャン・ビン

第 1 部：華豊の友による
「内モンゴルの碧風」
中国の歌と踊り
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。

竹笛（笛子）：曽念中

第 2 部：張濱 二胡演奏

2013
豊田市丸山町 10-5-1

(日)
(0565)24-1100

全席自由 \2,000
【チケット取扱先】
(公財)あすて
(0565)52-0362
【お願い】
・駐車場には限りがあります。乗り合わせ、または公共交通機関をご利用下さい。
・未就学児のご入場はご遠慮下さい。
・写真・ビデオなどの撮影はご遠慮下さい。

日 時

10 月１０日(水)
9:30～11:00

同 時 開 催

剣扇会
◆演目
・合戦川中島
・荒城月夜の曲
・桜花の詩
・絶命詩

（日本刀を持って舞う日舞）
・某楼の詩
・風林火山
・楠河州の墳に謁して
・名槍日本号

10 月 5（土）
・あカンて出演（チャレンジアジアカンボジア活動紹介）
・あすてらんち（ドライカレー）200 円
10 月 6 日（日）
・あすてらんち出店（キーマカレー）200 円
皆様ぜひご参加ください♪
・フェアトレードコーヒー 100 円

ボランティア研修事業

国際協力事業

◇9/20 ボランティアカフェ

◇9/29 チャレンジアジア・カンボジア

森のプレゼント代表の硲伸夫さんを迎
え、ボランティアカフェ「間伐から木工ま
で」が開催されました。森のプレゼント事
業の設立経緯から現在の活動までを魅力
たっぷりにお話くださいました。
終了後は、木工機械室を見学し、早速
数名の方が入会されました。引続きボラン
ティアの方を募集しております。

2013 年度、募集で集まった 6 名によ
るチャレンジアジア第１回目の事前研
修が始まりました。初日は自己紹介を
含むアイスブレーキングから始まり、
現地でのボランティア活動や研修内
容の説明がありました。最初は緊張
気味でのスタートとなりましたが、少し
づつ打ち解け、和やかな研修となりま
した。

（参加 20 名）

チャリティー事業

環境事業

◇9/10 チャリティー10 日市

◇9/15 中国植林活動

今月の 10 日市は、秋の気配が感じられ
るさわやかな市になりました。

「中国で木を植えてみて」と題して、
TIA にてナショナルデーが行われまし
た。4 月にあすてで行われた中国植
林活動に同行したスタッフが、現地報
告と今後の協力について話しました。

今回も手作り品や野菜でにぎわいました。
売上総額 119,660 円、寄付総額 34,255 円、
出店 10 ブース、来場者 111 名。マーケットライ
ブ：親和会（フォークダンス、銭太鼓）

◇9/11 チャリティーコンサート
東日本大震災から 2 年半たったこの
日、あすて登録グループ MAYWINKTAS
の企画によりチャリティーコンサートが開
催されました。出演者は若きチェロ奏者
の山田真吾さん、ピアノ伴奏は大島晶
子さん、弦楽アンサンブルはアンサンブ
ルひまわりです。クラシック、ジャズ、ポピ
ュラー、童謡など多岐にわたるすばらし
い演奏に感動したとの声が多く寄せられ
ました。来場者：88 名、寄付総額：68,390 円
（認定 NPO 法人「幼い難民を考える会」を通
して東日本大震災被災児童支援活動に寄付
されました）

福祉事業
◇9/14

綾

無門福祉会にて慰問演奏

◇9/14

翡翠太鼓

ラルガ・パティォ柿本にて慰問演奏

多文化共生事業
◇9/13 たのしいにほんご
たのしいにほんご 11 期金曜日クラスが
スタートしました。新しいメンバーも増
え、1 回目は、にほんごパートナーと自
己紹介をして交流を図りました。

その他事業
◇9/5、6 アイシン研修生受入
9 月 5 日と 6 日の 2 日間、企業からの
海外研修生を受け入れて、にほんごボ
ランティアと交流を図りながら「防災」研
修を行いました。1 日目は、午前中に防
災学習センターへ行き、防災体験や見
学、災害への備えについて学び、午後
からは、豊田市防災対策課によるワーク
ショップを通じて初動知識などを身に付
けました。研修 2 日目は、前日に学んだ
ことを活かして、あすてで避難訓練と消
火訓練を行った後に防災グッズを製作
しました。午後からは、各自で分かった
ことや難しかったことなどを書き出し、
2 日間の総まとめを行いました。
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１1 月１０日(日)9:30～12:00

マーケットライブ
10:00~～11:00

公益財団法人 あすて
★竹細工、炭製品、手芸品、木工製品、陶芸品、民芸品、オカリナなど
★旬の野菜、オイスカ研修センターのこだわり卵や加工品など
★調理品（季節のお弁当、赤飯、パン、おはぎ etc）、抹茶セット、コーヒー
★体験コーナー：ジオラマ、Let’s オカリナ（オカリナ演奏に挑戦しよう！）
☆マーケットライブ：フォルクローレ、ギター演奏、タイダンス

;マーケットライブ出演者(10:00～11:00)

;体験コーナー

同 時
開 催
●グルーポチチカカ
（フォルクローレ演奏）

●ギターメイツ
（ギター演奏）

●吉原ワールドサークル
（タイ 民族ダンス）

●ジオラマ（9：30～１２：００）
迫力満点！一見の価値アリ！

公益財団法人あすて 設立記念事業

ボランティアカフェを開催します。
⽇本語教室や⽇本語ボランティアに興味を持ちの⽅
は、ぜひご参加ください︕

あすて設立を記念し、
感謝のつどいを開催
します。先人の思いに
立ち返ってわたしたちに
できる社会貢献について一緒に考え、あすての理念
や目的を再確認します。皆様ぜひご参加ください。

◆日時：12 月 11 日(水) 13:30～14:30
◆会場：公益財団法人 あすて
◆対象：あすて登録者、賛助企業、関係団体の皆様
◆参加費：無料

チャリティー事業

国際協力事業

◇10/10 チャリティー10 日市

◇10/5 チャレンジアジア

10 月の 10 日市は夏のように暑い日
の開催となりました。
今月は、手作りの陶器やパソコンで作
ったオリジナル名刺、ケーナや尺八、
デコパージュなど珍しい出店もありまし
た。恒例のマーケットライブでは、トヨタ
剣扇会のみなさんが刀と扇を持って漢
詩を舞う剣詩舞が披露されました。

あカンて OB が豊田市国際交流協
会の国際の日交流イベントにて、カン
ボジアでの現地活動報告を行いまし
た。新メンバーにも研修の一環として報
告を聴いていただきました。あカンての
報告を通じて、参加者の方々にカンボ
ジアの状況や子どもたちの姿を伝える
ことができ、また新メンバーにとっても
現地での活動イメージを掴む研修機会
となりました。

出店：13 ブース、来場者：113 名、
売上総額：131,510 円、寄付総額：32,825 円
（カンボジアの子ども達のため、東日本大震
災復興支援のため）

◇10/6 チャリティーコンサート
中国内モンゴルの砂漠化防止のた
めの植林事業、あすて地球緑化プロジ
ェクトを今年度からスタート。その一環
として二胡奏者・張濱さんにご出演い
ただき、「張濱・二胡の調べ」チャリティ
ーコンサートを開催しました。１部：華
豊の友による植林活動の報告、笛演
奏、歌と踊り、２部：張濱氏による二胡
演奏。（場所：カバハウス、来場者：４２３名）

福祉事業
◇10/12 さわやかの丘
若林そばの会が大府のさわやか
の丘「秋祭り」にて手打ちそばを出店
しました。日頃あまり口にした事がな
い手打ちそばに舌つづみを打ち、美
味しそうに召し上がってみえました。

◇9/14

ハーモニカカルテット
「メグリア・デイサービス野見山」にて慰問演奏

◇9/18

テルの会
「ヴィラトピア知立」にて慰問演奏

◇9/25

テルの会
介護センター「スミレ」にて慰問演奏

◇9/29

グルーポ・チチカカ
名古屋市港区 「東海橋苑」にて慰問演奏

ものづくり事業
◇10/4 森のプレゼント
梅ヶ丘学園へランドセル棚を 2 台プ
レゼントしました。
現在は 11 月完成を目指し、豊田自動
織機様からご協賛いただき、大府市内
の保育園に贈るベンチ 12 脚を１１月の
完成を目指し製作しています。

青少年育成事業
◇10/19

なぜ？なぜ？プロジェクト

なぜ？なぜ？プロジェクト陶芸チーム
が、10 年目の活動のメインとして行う縄
文土器づくりのための窯を作りました。
元農業チームリーダーの細野さんにユ
ンボで大まかに穴を掘ってもらい、その
後はスコップやクワを使って仕上げまし
た。お天気が良ければ 11 月 2 日に、縄
文土器を焼く予定です。

その他事業
◇10/1１ 神和会企業研修
神和会新入社員フォローアップ研修
が開催され、新入社員 56 名が、入社半
年目の振り返りとこれからの社会人とし
ての心構えについて学びました。あす
てスタッフ講師による「企業人にとっての
ボランティア」を考えるワークショップも
行いました。
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AHI（アジア保健研修所）にて長年活動されている、羽佐田さんをお招きし、ボランティアカフェ
を開催します。
「AHI ってどんなところなんだろう？」 「ボランティアしてみたいな！」
「お友だちにも AHI を紹介したいけれど、ナカナカうまく説明できないんだよなあ・・・」という方も、
「ボランティアをしてみたいけどどんなことができるのかな？」という方も、ぜひ、いらしてください！

公益財団法人あすて 設立記念事業

外国人
対象
外国での暮らしは、何かと不安がつきもの。家族がいないと
きに体調が悪くなったり、突然火事が起こったりしたらどうし
ますか？そういった緊急時に、どういう行動をとったらいい
か、本物の消防職員が説明します。また、そういったとき、日
本語で何といえばいいか勉強できます。このイベントは、クイ
ズや体験型の活動も盛りだくさん！楽しく救急時の対応を学
びましょう！

◆日 時：2013 年 12 月 22 日（日）13：30〜
◆場 所：あすて
◆参加費：無料
◆持ち物：筆記用具
◆内 容：外国人と一緒に学ぶ救急講座
◆申 込：事前にあすてに電話

あすて設立を記念し、
感謝のつどいを開催
します。先人の思いに
立ち返ってわたしたちに
できる社会貢献について一緒に考え、あすての理念
や目的を再確認します。皆様ぜひご参加ください。

◆日時：12 月 11 日(水) 13:30～14:30
◆会場：公益財団法人 あすて
◆対象：あすて登録者、賛助企業及び関係団体の皆様
◆参加費：無料

ボランティア研修事業

多文化共生事業

◇11/9 ボランティアカフェ

◇11/16 たのしいにほんご

愛知淑徳大学にて、ボランティアカ
フェ「ことばでできるボランティア」が開
催されました。日本語ボランティアとし
て活躍する苅谷太佳子さんのコーディ
ネートのもと、5 つの日本語教室のボラ
ンティアさん・外国人学習者さんと一
緒になって日本語教室についてたっ
ぷり語りあいました。（参加 40 名）

「あいち多文化共生フェスタ」が豊
田産業文化センターで開催され、あ
すての“たのしいにほんご”からタイの
方々が出演し、ファッションショーと踊
りを披露しました。また、国旗や衣装
の説明なども行い、タイ文化について
知っていただく機会となりました。

チャリティー事業
◇11/10

青少年育成事業

チャリティー10 日市祭

開催日が日曜日ということで「10 日
市祭」を行いました。出店数は 21、参
加者 250 名、マーケットライブも 3 グル
ープが出演して下さいました。体験コ
ーナーでは、ジオラマの運転、オカリ
ナ教室なども楽しみました。売上総額
254,590 円、寄付総額 97,620 円

福祉事業

◇11/2 なぜ？なぜ？プロジェクト
なぜ？なぜ？陶芸チームは集大
成の活動として、縄文土器の野焼き
を行いました。1 年がかりで準備した
窯に、火をつけ約 8 時間。
翌週に窯出しを行い、素敵な縄文
土器の出来栄えに喜びました。

ものづくり事業

◇10/8
◇10/12
◇10/17

綾
古瀬間小学校にて慰問演奏
翡翠太鼓 長久手市文化の家 森のホールにて演奏
ハーモニカカルテット四つ葉

◇10/27
◇11/9

翡翠太鼓 豊田市民文化会館小ホールにて演奏
翡翠太鼓 名鉄豊田ホテルにて演奏

ニチイ豊田南デイサービスにて慰問演奏

国際協力事業
◇11/10 チャレンジアジア
チャレンジアジア事前研修第 5 回
目は、「あすてチャリーティー10 日
市」の開催日に合わせて行い、鈴カ
ステラを出店しました。パンケーキを
たこ焼き風に見立て、プレーンやチ
ーズウィンナーなど詰めて販売。
終了時刻の前には無事に完売を達
成することができました。売上の収
益は、カンボジアの子どもたちの支
援に充てられます。

◇11/13 あすて森のプレゼント
森のプレゼント 11 月定例会では進
捗報告、今後の予定などを話し合った
後、図面の読み書き教室を開きました。

◇11/26 森のプレゼント
豊田自動織機様からご協賛いただ
き、大府市内の保育園に寄贈するベ
ンチ 12 脚の贈呈式を行いました。

◇11/12 ジオラマ
保育園児たちがジオラマを見に来ま
した。本物そっくりに走る電車や風景
に子供たちは目を輝かせていました。

その他事業
◇11/3 ダービーシャー
豊田市とダービシャーの姉妹提携 15 周
年を記念して来訪された皆さんとシャルマ
ンブラスのメンバーが演奏で交流をしまし
た。前列右から 3 人目が太田市長です。
昼食はボランティアが腕を振るいました。
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２０14 年
新年あけましておめでとうございます。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。
（公財）あすてでは 2011 年度より「共に築こう笑顔の世界」を
スローガンとして掲げ、多くのボランティアの皆様のご活躍のお蔭でたくさんの笑顔を
社会に送ってまいりました。今年も引き続き、あすての理念である「あいてを思いやり、
すすんでみずから、手と手をむすんで」活動する中で世界中に笑顔の種がまかれるよう
努力してまいりましょう。殊に（公財）あすてでは 2013 年度より、ものづくり・環境・
国際を重点項目として事業を進めておりますが、皆様それぞれがしっかりとした目標を
もって、昨年よりも今年、先回よりも今回の活動が充実したものとなりますようよろし
くお願い申し上げます。あすてでは皆様のそうした努力と、ひとりひとりの熱い思いが
形となるよう支えてまいりたいと思っております。
今年一年が皆様にとって素晴らしい年となるようお祈り申し上げます
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※ 「2014 年度グループ申請用紙」に必要事項をご記入の上、事務局にご提出ください。
※ 2 月 28 日までにヒアリングしていただいた場合、優先的に定期活動場所・時間を確保できます。
（期間内提出グループ間で希望が重なった場合は、調整にご協力ください）

※ グループとあすてとの相互理解を深めるために行います。
2013 年度の活動、2014 年度の活動目的・内容等を詳しくお聞かせください。
※ 原則、メンバー全員が出席できるようにご相談の上、日程調整を行います。

※ ヒアリング結果を基に、登録を審査・検討させていただき、後日「決定通知書」をお渡しします。
※ 使用する場所と時間の調整をした後、後日「決定通知書」をお渡しします。

日 時

１月１０日(金)
9:30～11:00

同 時 開 催

１０：００～１０：３０
あすてサンライズステージ

ボランティア研修事業
◇12/11 感謝のつどい
日ごろご支援をいただいている賛助
会社の皆さんと関係団体・ボランティア
の皆さんが一堂に会する、感謝の集い
が開催されました。あすて理事長から
の事業説明後、重点項目行事である
「ものづくり・環境・国際」の各グループ
リーダーに活動報告をしていただき、
あすての理念や事業について理解を
深めました。その後、ティーをいただき
ながら懇談しました。（参加者：120 名）

◇12/14 ボランティアカフェ
12 月 14 日に AHI(アジア保健研修
所）の職員である羽佐田様をお招き
し、ボランティアカフェを開催しました。
AHI 設立のきっかけから、今まで大切
にしている理念・活動などをお聞きし
ながら、国際支援・協力について学び
ました。（参加者 13 名）

チャリティー事業
◇12/10 チャリティー10 日市
早朝からの嵐のような天候で心配さ
れましたが、開始時間前には青空も見
られる良い天気となりました。12 月の
10 日市は、好評をいただいている竹
製品や手芸品、旬の野菜の他に、タイ
山岳少数民族や中国の色彩豊かな民
芸品が並び、賑わいました。ライブで
は、とよた民謡サークルと彦保代会に
よる、三味線の演奏、歌、舞を楽しみ
ました。売上総額 161,740 円、寄付総額
61,870 円（内 40,870 円は中国植林活動
へ）、出店 12 ブース、来場者 137 名

福祉事業
◇11/9 ハーモニカカルテット四つ葉
すまいる駒場デイサービスセンターにて慰問演奏

◇11/25 テルの会
豊田みのり園デイサービスにて慰問演奏

◇12/3 花水木
ひまわりの街にて慰問活動（雑巾作成・寄付）

多文化共生事業
◇12/22 たのしいにほんご
22 日、外国の方々に特化した「救
急イベント」を行いました。実際に豊
田市消防本部の方々にお越しいただ
き、119 番通報の掛け方や練習を行
い、焦らず落ち着いて正確に伝える
ことの重要さを確認しました。最後に
淑徳大学の学生さんたちで考えた応
急処置に関するクイズを行い、楽しく
学べることができました。（参加 40 名）

国際協力事業
◇12/15、25 チャレンジアジア
チャレンジアジア最終事前研修を行
いました。ボランティア精神の原点を
振返り、現地活動の意義を再確認した
後、旅行社より最終スケジュール等の
説明がありました。最後に子どもたちと
の交流会準備や練習を行い、無事に
全 8 回の事前研修を有意義に終わら
せることができました。
24 日には全員揃って無事に出発し、
カンボジアの子どもたちの笑顔の為に
沢山のボランティア活動を行ってきま
す。活動期間は 12 月 24 日（火）
～12 月 31 日（火）となります。

青少年育成事業
◇12/21 なぜ？なぜ？プロジェクト
なぜ？なぜ？プロジェクトの今年
最後の活動。自動車チームは、5 月
からの活動を振り返る中間報告会を
実施しました。繊維チーム、陶芸チ
ームは、3 月 15 日に行われるなぜ？
なぜ？プロジェクトの 10 周年記念イ
ベント「ものづくリンピック」に向けた
準備や打合せ。10 年目のなぜ？な
ぜ？プロジェクトもいよいよラストスパ
ートです。
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第２回「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～」

緑と笑顔あふれる地球へ
中国 内モンゴル地方では、開墾や遊牧により急速な
砂漠化が深刻な問題となっています。砂漠化は黄砂
となって中国本土や近隣諸国、日本へも大きな被害
をもたらしています。失われていく緑の大地。あな
たの手で地球の傷を癒しませんか？

【日
【内

程】
容】

2014 年 4 月 24 日（木）～４月 28 日（月）

内モンゴル自治区シリンホト市近郊「あすての森」での
植林活動及び、現地子どもたちとの交流など
【定 員】 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
【参加費】 10 万円程度
【2 名 1 室ご利用の場合※為替レート等により変動あり】
【申込み】 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 2014 年 2 月 20 日（木）必着
【その他】 ・説明会（参加任意）2 月 16 日（日）10：00～11：00
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）

東日本大震災復興支援

出 演

チェロを楽しむ会
（あすて登録グループ）

〈協力出演〉ヴァイオリン：角口郁子
メゾソプラノ：佐藤文美
ピアノ：奥田育子

――― プログラム ―――
花は咲く

あったかフェスタは、
「豊田市民の誓
い」の本文 5 項目に関連する活動を
はじめ、豊田市において日頃あたた
かい気持ちで活動している人・団
体・エピソードが集まり、豊田市に
あたたかい心の輪を広げようと開催
する市民手作りのイベントです。

NHK 朝の連続ドラマ「あまちゃん」挿入歌
ピアノ三重奏曲「ドゥムキー」第 1 楽章
他 ※プログラムは変更になる場合もあります

2014 年 3 月８日（土）14：00 開演
会 場：あすて
入場料：500 円（別途チャリティー協力金 500 円）
定 員：50 名（先着順）
申 込：2 月 5 日（水）9:00 よりあすてにて電話受付

日 時

２月１０日(月)
9:30～11:00

同 時 開 催

１０：００～１０：３０
あすてサンライズステージ

ものづくり事業
◇1/7 森のプレゼント
森のプレゼントの贈呈式が、豊田市の
梅ヶ丘学園でありました。(有)カーライフ
スタッフからの協賛をもとに製作したラン
ドセル棚、洗面所収納棚、扉などをプレ
ゼントしました。セレモニーの前には、園
の子どもたちと名札プレートとして使用
する犬の小物の色づけもしました。贈ら
れた子どもたちの笑顔に、贈る側の方が
たくさんのプレゼントをもらったような、そ
んな贈呈式となりました。

チャリティー事業

国際協力事業
◇12/25～31 チャレンンジアジアカンボジア
チャレンジアジアは年末にカンボジ
アで保育支援を終え無事に帰国しま
した。保育所の修繕ボランティアで
は、教材部屋の壁を色鮮かな四季で
覆い、交流会では、クメール語での
絵本の読み聞かせや大縄跳びをな
どをして、たくさんの子どもたちに笑
顔を贈ることができました。メンバー
は今後も現地のために様々な活動
に取り組んでいきます。来年度は是
非参加をしてみませんか？♪

◇1/10 チャリティー10 日市
1 月は、恒例の野菜、竹細工、炭製
品、木工品、民芸品など出店に加え、
地元の竹下健朗会による銭太鼓などの
出演があり、にぎわいました。
売上総額 117.740 円、売上総額 36.540 円

◇フィリピン台風 30 号被害支援募金ご報告
支援募金にご協力ありがとうございました。
募金は NPO 法人アジア日本相互交流センター
（IGAN）を通して寄付いたしました。

募金 19.248 円（11 月、12 月）

福祉事業
◇11/19 アンサンブルひまわり
名古屋市立のりくら保育園にて演奏

◇12/10 翡翠太鼓
ニチイケアセンター豊田南にて慰問演奏

◇12/12 テルの会
ワンズヴィラ池鯉鮒にて慰問演奏

◇12/20、21 テルの会
デイサービスのんのんにて慰問演奏

多文化共生事業
◇1/17 たのしいにほんご
1 月から 12 期生のにほんご教室が
始まりました。28 名の外国人の方に
参加いただき、初日は自己紹介を楽
しく行いながら交流も図りました。

青少年育成事業
◇12/26、27 なぜ？なぜ？プロジェクト
年末年始に実施されたなぜ？な
ぜ？プロジェクト特別企画として鍛冶
屋入門が開催され、新日鉄名古屋
製鉄所の見学と豊田市の鍛冶職人・
二村善市さんの工房でペーパナイフ
づくりを行いました。

◇1/5 なぜ？なぜ？プロジェクト
特別企画の第２弾は小原の和紙工
芸作家・福岡小次郎さんの工房でラ
ンプシェードづくりの 1 回目(全 3 回)
として和紙の原料の
コウゾ狩りとタクリ
などを行いました。
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【日 時】 2014 年
月
日（10:00～11:00）
【内 容】新年度取り組み、あすて利用、個人登録について
2014 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、2014 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。

チェロを楽しむ会の演奏も予定しています。

【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。

ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトとは、ものづくりの達人と出会い、交流しながら、青少年がものづくりに主
体的に挑戦し、その素晴らしさ、楽しさ、やりがい、苦労や努力、達成感などを体感する中で「ものをつくる心」
を育むことを目的として、平成 16 年度から始まった事業です。今回、この事業の
10 年間の集大成となるイベント「ものづくリンピック」を開催いたします。

2014 年 3 月 27 日（木）9:30～17:00
9:30
集合（あすて）
9:30～10:00 対面式
10:00～16:30 各家庭に移動、ホームビジット
（昼食の時間を一緒に過ごしていただきます）

16:30～17:00

◆日 時 ：3 月 22 日（土）10:00～12:00
◆対 象 ：外国の方ならどなたでも （Non-Japanese Only）
◆会 場 ：公益財団法人あすて (Aste)
◆参加費：無料 (Free)
◆内 容 ：着付け、銭太鼓、剣士舞、糸紡、陶芸鍋敷きづくり

日 時

３月１０日(月)

内 容

竹炭・炭・木工製品、手芸品、民芸品、オカリナ、
旬の野菜、ブルーベリー製品、調理品など多数

１０：００～１０：３０
あすてサンライズステージ

9:30～11:00

諸注意
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)
(オ)
（カ）

お別れ会・終了

募集締切：3 月 2 日（日）

申込＆
問合せは
あすて

2 名～3 名の受入が可能なご家庭
独身の方は複数名になるように、申込みをお願いします
受入日は、複数名で一緒に過ごしていただけるご家庭
日本人のご家庭（ご夫婦のうちどちらかが日本人の場合は、問題ありません）
あすて登録料 500 円が必要になります
男性・女性の受入希望はできません

2014 年 3 月 30 日（日）（13:00～14:00）
会場：あすて
～チャレンジアジア カンボジア～
6 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。６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！

ものづくり事業
◇１/２９ 森のプレゼント
現在、ものづくり事業では事業拡大に
むけて、あすて機械室と木工室の改装を
行っています。写真は、森のプレゼントグ
ループ協力の元、より専門的な重機を導
入する為、搬送・設置している写真で
す。来年から更に幅広い
製品を製作しますので
ご期待下さい！

チャリティー事業
◇２/10 チャリティー10 日市
2 月の 10 日市は、稲武産のブルー
ベリー製品も出店に加わり、15 店となり
ました。マーケットライブでは、「チェロを
楽しむ会」11 名による演奏で買い物の
合間に心癒されるひと時を過ごしまし
た。また、ものづくりメンバー
による精巧な帆船模型
の展示もありました。
売上総額：207,400 円、寄付総額：62,603 円、寄付
先：中国内モンゴル砂漠化防止植林活動、東日本
大震災復興支援、タイ山岳少数民族教育支援、難
民支援など、出店：15 ブース、来館者：130 名

グループ支援事業
◇２０１４年度グループヒアリング
あすてでは、来年度の活動に向け、
2 月から 3 月にかけて、グループヒアリン
グを行っています。課題解決や夢の実
現に向けてじっくり話し合い、来年度の
活動に繋げてください。

福祉事業
◇１/１２ 連理
西部コミュニティーセンター「新成人を祝う会」にて太鼓演奏

◇1/20 テルの会
介護センター「スミレ」にて慰問演奏

◇2/10 翡翠太鼓
豊田市福祉センターホールにて太鼓演奏

環境事業
◇２/１６ 中国植林活動
「中国植林活動」の事前説明会を行い
11 名の方にご参加いただきました。昨年
の活動の様子を伝えながら説明すること
で現地活動のイメージを掴んでいただく
機会となりました。現地活動は 4 月 24 日
～28 日になり、植林活動を中心にボラン
ティア活動を行います。参加できない方
でも募金という方法で支援する事ができ
ますので、ご協力を宜しくお願いします。

多文化共生事業
◇２/２２ たのしい日本語
12 期日本語（日曜）クラスは、日本の食
文化について学び、その学習の一環とし
て、寿司の調理体験を行いました。ボラ
ンティアさんに道具の名前や巻き寿司の
巻き方、いなり寿司の詰め方等を教わり
ながら楽しく学ぶことができました。味も
見栄えも大変上手に出来上がりました。

青少年育成事業
◇2/18 なぜ？なぜ？プロジェクト
３月５・６日に開催されるビジネスフェア
に出展する資料撮影の為、あすて広場に
てパブリカの撮影が行われました。道中、
撮影の位置まで運ぶ為、あすてボランテ
ィアの方にも手伝っていただきました。

◇なぜ？なぜ？プロジェクト
繊維・自動車チームのボランティアさ
んは、3 月 15 日の「ものづくリンピック」
に向けた最後の追い込みの活動をして
います。なぜ？なぜ？プロジェクトの 10
年間の集大成イベント
「ものづくリンピック」に
ぜひご家族ご友人と
お越し下さい。1 月 6 日（月）

▲ものづくリンピックの、
競技内容について真剣に
話し合う繊維チームの様子。

