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テーマ“

共に築こう笑顔の世界 ” 2014 年度実施事業のご紹介
―― 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 ――

経験豊かなクルマづくりのプロの指導のもと、
みんなで協力してたのしくクルマをつくろう！
STEP1 入門コース「始めよう！クルマづくり」
クルマづくりの基礎となる知識技能を身につけ、自分たちの
手でゴーカートの分解、組付をしよう！

STEP2 研究コース「追求しよう！クルマづくりの技！」
自動車のレストアを通して、板金、塗装、エンジン、内装、
デザインのコースごとに、構造や機能を追求しよう！

STEP3 挑戦コース「開発しよう！きんと雲のようなクルマ！」
クルマづくりの（達人）と一緒に、こんなクルマに乗って
みたいをカタチにしよう！

◆詳細・申し込みについて ※応募締切 4 月 22 日
あすて HP http://www.aste-toyota.jp をご覧下さい。

青少年育成事業
◇3/15 なぜ？なぜ？プロジェクト
ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトの集大成として、10 周年記念
イベント「ものづくリンピック」が開催されました。
繊維、自動車、陶芸に関するものづくり競技をはじめ、 16 の競技で
競い合い上位 3 名にメダルが授与されました。また、トヨタ自動車の
技能五輪選手による匠の技披露、県芸大の学生によって作られた段
ボール遊具など多彩な催しもあり、来場者は１日楽しむことができま
した。（来場者 1200 名）
ものづくリンピック終了後にはなぜ？なぜ？プロジェクトの 10 年間の
おわりの式と感謝のつどいも催され、活動を支えていただいた皆様と
10 年間の活動を振り返ることができました。
ものづくりなぜ？なぜ？プロジェクトは来年度からは自動車に特化
し、「クルマづくり究めるプロジェクト」として再スタートしますので引続
きご支援をお願い致します。

国際交流事業
◇3/27 ホームビジット
ASEAN（フィリピン）大学生 26 名をあす
てにお迎えし、ホームビジットを実施しま
した。学生達はそれぞれの家庭で楽しく
交流し、食事や会話等を通して日本家
庭の温かさと文化・習慣を体験しました。

チャリティー事業
◇3/8 チャリティーコンサート
あすてボランティアグループ「チェロを
楽しむ会」の企画で東日本大震災復興
支援コンサートが開催されました。内容
はチェロを楽しむ会による演奏、佐藤文
美さんのソプラノ独唱、岩城雅邦さん（チ
ェロ）、角口侑子さん（ヴァイオリン）、奥
田育子さん（ピアノ）によるトリオ演奏でし
た。収益金は、気仙沼市沿岸部の樹木
の再生を目指して活動している「海べの
森をつくろう会」へ寄付されます。

◇3/10 チャリティー10 日市

多文化共生事業
◇3/22 日本文化体験デー
外国人の方に日本文化を学んでいた
だける機会、「日本文化体験デー」を開
催しました。メニューは、着付け、剣詩
舞、陶芸、銭太鼓、和太鼓、昔遊び、
鍋敷きづくり、糸紡ぎの 8 ブースをボラ
ンティアさんによって出展いただきまし
た。普段あまり体験することのできない
内容に興味や関心を
抱いていただきどの
ブースも賑わいを
見せていました。
（参加約１００名）

今月の 10 日市は、朝から冷たい風が
吹く日でしたが、130 名のお客様が来て
くださいました。最近は出店者数も増え、
大変にぎわい、会場も拡大しての開催
です。竹や木工製品、旬の野菜、手芸
品、安心・安全な卵や米、稲武のブルー
ベリー製品、民芸品、コーヒー、抹茶、季
節のお弁当などお目当ての商品がいっ
ぱいです。マーケットライブでは、グルー
プ「おひさま」による手作り楽器を使って
のオカリナや尺八、ケーナの演奏があり
ました。売上総額：136,500 円、寄付総額：48,035 円、
出店数：12 ブース、来場者：130 名

ボランティア研修事業
◇3/30 ボランティアカフェ
30 日、チャレンジアジア「カンボジアの
子供達の笑顔の為に」が開催されました。
現地に行ったメンバーが、写真でボラン
ティア活動の様子を話して頂き、現地で
得たもの・支援の大切さを学びました。
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５月１０日(土) 9:30～12:00

日 時

会場：公益財団法人 あすて

お車でお越しの方は
なるべく乗合でお越
し下さい

★竹細工、炭製品、手芸品、木工製品、陶芸品、アジアの民芸品、オカリナ、尺八など
★旬の野菜、オイスカのこだわり卵や米等
★調理品（和風弁当・中華料理、山菜おこわ、パンなど）
、抹茶セット、コーヒー
☆展示コーナー：ジオラマ
☆ライブステージ(10:00～11:20)
チャリティービンゴ大会
5 月特別企画！11:30～12:00
☆チャリティービンゴ大会（11:30～12:00）

内 容

景品をお楽しみに！
ビンゴカード（1 枚 100 円）を購入してビンゴ
ゲームに参加しよう！

同 時 開 催

;マーケットライブ出演者(10:00～11:20)

●ハーモニカ
カルテット四つ葉

●グルーポチチカカ

●オイスカ研修生

（フォルクローレ演奏）

（アジアの踊りと歌）

;体験コーナー

●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！

（ハーモニカ演奏）

第 5 回 あすて難民映画上映会

「ル・アーヴルの靴みがき」
[STORY] 北フランスの港町ル・アーヴル。かつて、パリでボヘミアン生活を
送っていたマルセル・マルクスは、靴みがきの仕事をしながら愛する妻アル
レッティとつつましく暮らしていた。そんなある日、港にアフリカからの不法移
民が乗ったコンテナが漂着する。警察の検挙をすり抜けた一人の少年イドリ
ッサをかくまうことになってしまう。母がいるロンドンに行きたいというイドリッサ
の願いを叶えてあげるべく、近所の仲間たちの協力を得ながら密航費の工
面に奔走する。しかし同じ頃、妻のアルレッティは医師より、余命宣告を受け
るのだった…。

日

時：2014 年 6 月 28 日（土）14：00～15：30

会
申

場：公益財団法人あすて
込：申込み：電話またはメールにてあすてまで

同時開催

難民支援チャリティーバザー＆カフェ
チャレンジアジア活動パネル展

中国内モンゴル自治区の渾善達克（ホンシャンタークゥー）砂地にて、
日本人と中国人のボランティアが、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。

ボランティア研修事業

国際協力事業

◇４/５ あすてはじめの会

◇４/６ 中国植林活動

あすては新年度の活動を始めるにあ
たり「はじめの会」を開催しました。
約 120 名のボランティアの方にご参加
いただき、2014 年度のあすての事業を
確認しあい「さあ！がんばるぞ！」と気
持ちを新たにしました。

中国植林活動の参加者へ向けた説
明会を行いました。経験者から昨年度
の貴重な意見やアドバイスをいただき
ながら進行する中で、より深く理解して
いただくことが出来ました。説明会後に
は交流会を行い、「華豊の友」による中
華らんちをとりながら自己紹介や中国
語講座を行い、活動意欲を高めました

チャリティー事業
◇４/10 チャリティー10 日市
今月は新年度はじめての 10 日市で
す。今月は旬の筍が販売されました。
皆さん、掘りたての筍が会場に届くの
をわくわくしながら待っていました。
マーケットライブでは石松雅子さんと
田畑裕子さんによるフルートとピアノの
演奏がありました。
売上総額：165,880 円、寄付総額：58,461
円（砂漠化防止のための中国植林活動、
タイ山岳少数民族教育支援などへ）、
出店：12、来場者：約 120 名

◇４/２４～２８ 中国植林活動
あすて中国植林活動を中国内モンゴ
ル自治区渾善達克（ホンシャンタークゥー）
砂地で実施しました。国内外含め計 67
名の方々にご参加いただき、「あすての
森」の新しい土地に黄柳 5 万本と昨年
植林した土地に楊柳 5 万本、障子松
200 本を植林しました。また、今年から
は現地の子どもたちと参加者が一緒に
環境教育を受け、砂漠化についての要
因や緑化の大切さを共に学びました。

青少年育成事業
◇４/１２．１９ クルマづくり究めるプロジェクト
6 月から始まる「クルマづくり究める
プロジェクト」の事前説明会＆ボラン
ティア説明会が 12 日にありました。
会場は、立ち見が出るほどの参加者
で、新たなこのプロジェクトに対する
関心と期待の高さを実感しました。
翌週の 19 日にも 2 回目の説明会が
開催され、6 月から
始まる活動に参加
者は夢を膨らませ
ていました。

青少年育成事業
◇３/３１ 森のプレゼント

福祉事業
◇４/１９ 連理

第２とよた苑にて慰問活動

森のプレゼントが、梅ヶ丘学園に扉を
贈呈しました。無垢材で作った扉は木の
いい香りが。子供たちが喜んでくれること
を願って、今年度も励んでいきます。

ｖoｌ. 145
2014 年 6 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

Mail：astenasa@hm9.aitai.ne.jp

❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤

フランスの港町ル・アーブルに生きる人々が巻起すヒューマンドラマ
心 を みが け ば、奇 跡 は お こる。

第 5 回 あすて難民映画上映会
難民支援活動
あすてでは、難民支援・理解として
映画やチャリティーバザー、パネル
掲示等を行います。ぜひ映画を
ご視聴ください！

ル･アーヴルの
靴みがき

－STORY－
北フランスの港町ル・アーヴル。かつて、パリでボヘミアン生活を送っていたマルセル・マルクスは、靴みがきの仕事をしながら愛する妻アルレッ
ティとつつましく暮らしていた。そんなある日、港にアフリカからの不法移民が乗ったコンテナが漂着する。警察の検挙をすり抜けた一人の少年イ
ドリッサをかくまうことになってしまう。母がいるロンドンに行きたいというイドリッサの願いを叶えてあげるべく、近所の仲間たちの協力を得ながら密航
費の工面に奔走する。しかし同じ頃、妻のアルレッティは医師より、余命宣告を受けるのだった…。

－INFORMATION－
日
会
申

時：2014 年 6 月 28 日（土）14：00～15：30
（上映時間約 90 分）
場：公益財団法人あすて
込：電話またはメールにてあすてまで

同時開催

難民支援チャリティーバザー
チャリティーカフェ
チャレンジアジア活動パネル展

中国内モンゴル自治区の渾善達克（ホンシャンタークゥー）砂地にて、
日本人と中国人のボランティアが、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。

日 時

６月１０日(火)
9:30～11:00

13:00～16:30

同 時 開 催

(10:00～10:30)
出 演：翡翠太鼓
内 容：和太鼓演奏
よさこいソーラン 他

ものづくり事業

環境事業

◇５/１３

◇５/１７

ジオラマ

近くの竜神こども園から、小さなお客さ
んがジオラマを見に来ました。目の前を
走る電車にどの目もキラキラ。歓声が絶
えませんでした。

◇５/２３

森のプレゼント

森のプレゼントグループが梅ヶ丘学園
に輪投げをプレゼントしました。今回の
製作は女性を中心に絵も手描き。木工
や間伐の技術がなくても、出来ることで
参加できる、それが森のプレゼントです。

青少年育成事業
◇５/１７

クルマづくり究めるプロジェクト

クルマづくり究めるプロジェクトに多数
の応募があり、結果 116 名の参加者が決
まりました。ボランティア指導員の応募も
含めると 200 名を越す大プロジェクトとな
りました。6 月上旬のはじめの式に向け、
KO?BA の清掃や新たな活動であるあす
てホールへの車や工作機械の搬入など
万全の準備が行われています。

チャリティー事業
◇５/10

チャリティー10 日市

５月は土曜日の開催ということで、10 日
市のスペシャル版「10 日市祭」が開催さ
れました。通常より出店も多く、ライブの
出演もハーモニカやフォルクローレの演
奏、アジアからの研修生による歌や踊り、
民族衣装のファッションショーなどありまし
た。最後は、「チャリティービンゴ大会」が
開催され、会場がおおいに盛り上がりま
した。
あすて地球緑化プロジェクト「中国植林活動」への寄
付金：101.030 円、出店ブース：19、来場者：170 名

福祉事業
◇４/１２ ハーモニカカルテット四つ葉
デイサービスつつみ園にて慰問活動

◇４/１９ 連理

第２とよた苑にて慰問活動

環境美化

あすてでは、花壇の手入れをしてくださる
ボランティアグループがあり、玄関を華やか
にしてくださっています。さらに、玄関では、
ボランティアさんが自宅で
育てた花々や可愛らしい
トールペイントがお出迎え
してくれます。

多文化共生事業
◇５/９、１１ たのしいにほんご
13 期が始まり、初日は金曜日 8 名と
日曜日 13 名の方が受講されました。
日本語レベルテストを終えた後、日本語パ
ートナーと自己紹介をして和やかな雰囲気
の中でにほんご学習がスタートしました。

その他事業
◇５/８．９

新明工業新入社員研修

新明工業の新入社員ボランティア研
修があすてで行われました。1 日目は、
森のプレゼントの活動体験や豊田市社
会福祉協議会の職員による車いす講習
などを受けました。2 日目は、竹村小学
校でサッカーゴールのペンキ塗り・不
要となった椅子の解体・側溝掃除等を
行いました。夕方からは、火俱野姫の
指導の下、竹藪の整備活動。ハードで
したがたくさんの笑顔に出会え、ボラ
ンティア活動への意識が高まる 2 日間
の研修でした。

◇５/１２

アイシン高丘新入社員研修

アイシン高丘の新入社員が、研修の一
環としてあすての見学に来られました。
あすて設立の経緯や現在のボランティア
活動について知っていただきました。
後半では KO?BA の見学を行い、ボランテ
ィア指導員として参加されている方の話を
聞き、企業人・社会人として出来るボラン
ティア活動について思いを馳せていただ
きました。

▲毎月花壇の手入れをして
くださる紅あじさいグループ
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自動車整備学校の教師をしていた富岡さんが、海外の整備技術を指導するためにサウジアラビアへ
派遣されたのが、1973 年のこと。それから通算で 20 年間、様々な国で”日本のものづくり”の技と心を
伝えてきました。定年後の現在も、仕事で培ってきた技術とグローバルな経験を活かして、JICA シニア
海外ボランティアや豊田少年少女発明クラブのサポーターとして活動されています。そんな身近にいる
「スペシャリスト」の生き方に触れ、考え、語り合えるこの機会にぜひ、お越し下さい。

【日 程】
2014 年 12 月 24 日～31 日
【活動地】 カンボジア（プノンペン周辺）
【内 容】 NPO 法人「幼い難民を考える会」への協力
①保育所の子どもたちとの交流②保育所の建屋補修作業
③保育所に通う子どもたちの家庭訪問など
【定 員】 ８名程度(20 歳～40 歳の健康な男女)
※面接により選考。面接日：8 月 31 日（日）
【参加費】 10 万円程度
【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してください。
※ 締切 201４年８月２４日（日）必着
【その他】 ・事前研修（8 回程度）、事後研修に参加できる方）
・あすてボランティア登録（￥500）が必要となります。

7 月１０日(木)
9:30～11:00
☆7 月は“オリジナル名刺づくり
（10 枚 100 円）の出店もあります！

同 時 開 催

(10:00～10:30)
出 演：アンサンブルひまわり
曲目：坂本九メドレー、愛の賛歌
パリの散歩道 他

ボランティア研修事業
◇６/７

多文化共生事業
◇６/２２

ボランティアカフェ

チャリティー事業
◇６/10

ものづくり事業

チャリティー10 日市

6 月の 10 日市も賑やかに行われました。
難民支援グループ「MAYWINKTAS」では、
手作りのカップケーキと紅茶のセットで久し
ぶりに参加して下さいました。「陶夢」グル
ープのブラジル人の皆さんは、自分たちで
作ったお茶碗を使って抹茶セットのお運び
をお手伝いして下さいました。ライブでは、
「翡翠太鼓」による和太鼓の演奏があり充
実した１０日市となりました。
売上総額：145,110 円、寄付総額：46,748 円（中国植林活動へ
36,625 円）、出店：11 ブース、来場者：150 名

国際交流事業
◇６/１３～１５

ホームステイ

シンガポールの学生を 2 泊 3 日の間
ホームステイ受入を行いました。受入
初日の対面式では、ホストファミリーが
玄関前でお出迎えする事で学生の緊張も
ほぐれ、お互いに笑顔がこぼれるスタート
となりました。ホームステイ中は、訪日団
学生が各家庭で楽しいひと時を過ごし、
家族の温かさと日本文化に触れました。
最終日のお別れ会では 3 日間を振り返り、
お世話になった家族の方と一緒に楽しい
時を過ごし、別れを惜しんでいました。
（受入家庭：11 家庭 学生 24 名、引率者 1 名）

たのしいにほんご

たのしいにほんご日曜日クラスで、フィ
ールドワークとして公共交通機関を利用
して岡崎城を訪れました。電車移動では
料金表の見方や切符の購入方法、駅構
内では行き先掲示の確認方法を学びま
した。岡崎城では、武将隊による野外公
演が雨のため中止になってしまいました
が、日曜日クラスのため特別に天守閣で
「堪忍おどり」を披露してくださいました。
また、甲冑や刀、歴史的資料もパートナ
ーを通じて学ぶことができ、有意義な学
習が出来ました（参加 18 名）

ボランティアカフェ「緑の大地を目指して」
が開催されました。中国茶を飲み、あすて
植林活動の写真や映像を見ながら、参加
者の体験談や提案を共有しました。
理事長より「日本人と中国人が一緒になっ
て活動することがあすて中国植林活動の
特色である」という言葉もいただき、原点を
振り返り、来年度へ繋がる良い機会となりま
した。（参加：26 名）同日、ボランティアカフェ
に先立ってアイシン精機有志一同より苗木
募金にご寄付をいただきました。

◇６/１５

森のプレゼント

森のプレゼントが製作したピンクの巣
箱。あすてのどこかに設置してあります。
どこにあるのか？ あすてにお越しの際
は、探してみてください。
▲淹れたお抹茶を運ぶ陶夢
グループの外国人メンバー

青少年育成事業
◇６/７

クルマづくり究めるプロジェクト

クルマづくり究めるプロジェクトのはじめ
の式が開催されました。市長さんにご挨
拶をいただいた後参加者を代表して宣誓
があり、これからレストアをする車の除幕
式がありました。あまりにもぼろぼろの車
にみんなびっくり！多くの方がカメラに
収められていました。
その後ラジオ体操、
チームごとの自己紹
介などがあり活動が
スタートしました。

事務局よりお知らせ
・理事会、評議会が無事に終わりました、結果については
あすて HP をご覧下さい。
・トヨキン株式会社様より、あすて社用車としてトヨタカローラ
フィルダーHV を寄贈頂きました。感謝申し上げます
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保育所の子どもたちと
いろいろな遊びをして交流

＊ぜひ Youtube『あすて カンボジア ボランティア』
で検索して過去のボランティア活動をご覧下さい

■活動内容
・保育所の子どもたちとの交流
・保育所の建屋補修作業
・保育所に通う子どもたちの家庭訪問など
※活動する保育所は NPO 法人幼い難民を考える会が支援しています

■定

員

8 名程度［面接により選考。面接日:8 月 31 日（日）］

■参加費
15 万円程度

■募集対象
・20～40 歳の健康な方
・事前研修（8 回程度）、事後研修に参加できる方
(注)ボランティア登録（500 円/年度）が必要

■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お申込みください。

■申込締切

8 月 24 日（日）必着

●会 場：あすて ・Place：ASTE ・地
●参加料：無料 ・Participation fee：Free
●申 込：あすてまでお電話にて

点：ASTE
・参加费用：免费

・Registration：Please call ASTE ・申请: 电话联系 ASTE

翡翠太鼓慰問

翡翠太鼓慰問

翡翠太鼓慰問
翡翠太鼓慰問

ボランティア研修事業
◇7/２0

ボランティアカフェ

20 年にわたり中東、アフリカ、アジ
アなどの開発途上国で自動車の技術指
導をされた富岡澄雄さんをお招きしま
した。日本で培った整備技術を現地の
指導者に伝え、そのグローバルな経験
を活かして第２の人生は JICA シニアボ
ランティアとしてシリアへ派遣された
お話など興味深い内容でした。また、
現地で購入した水タバコやアラビア時
計などの紹介もあり、有意義なひとと
きを過ごしました。（参加者：18 名）

チャリティー事業
◇7/10

チャリティー10 日市

7 月の 10 日市は、台風の影響が心配
される中で行われましたが、出店も竹細
工や手芸品、野菜、タイ民芸品、稲武の
ブルーベリー製品など 12 ブースで 100
名を超すお客様にご来場いただきまし
た。恒例のマーケットライブでは「アン
サンブルひまわり」の弦楽演奏と色とり
どりの内容の 10 日市となりました。
売上総額：179,350 円、寄付総額：49,565 円（寄付先：砂
漠化防止中国植林、東日本大震災被災者教育支援、タイ児
童支援など）出店：12 ブース、来場者：110 名

◇7/10

収集ボランティア

神星グループの神和会様が各社内で
収集された、ベルマーク、書き損じは
がき、使用済み切手、未使用タオル、
外国コイン、文具、ペットボトルキャ
ップなどをたくさん寄付して下さいま
した。

環境事業
◇7/18

チャリティーウォーク会場下見

１０月１２日に開催を計画している地球緑
化チャリティーウォークの会場となるアイシ
ン高丘ゴルフ場を下見しました。親子で楽
しめるオリエンテーリングなどを企画してい
ます。ぜひご家族お揃いでご参加下さい。

多文化共生事業
◇7/18 、20 たのしいにほんご
金曜日・日曜日それぞれのクラスで
5 月から 3 ヵ月間、パートナーと共に
学んできたことを活かして各自でテー
マを設定した成果発表を行いました。
金曜日クラスでは、ブラジルの一般
的な食事の内容や祝い事での料理紹介
など日本語で発表がありました。日曜
日クラスでは、タイと日本の似ている
文化の発表や、カリキュラムで行った
「たこ焼き」の作り方を説明したグル
ープなどがあり、両日とも楽しい発表
会になり

ものづくり事業
◇7/5

森のプレゼント

森のプレゼント（以下森プレ）と共
催のチャリティーコンサート「Jazz
Fusion Night」が開催され、約 80 名
が楽しく鑑賞しました。森プレのメン
バーが間伐材で作った楽器（写真下）
の演奏もあり、迫力のあるコンサート
でした。このコンサートは、出演者の
ご厚意により実現したもので、収益は
森プレの活動費に当てられました。

◇7/23

森のプレゼント

森のプレゼントは、福祉施設に寄贈
する日本地図パズルと 10 日市で販売
する予定の鍋敷きを作りました。鍋敷
きには女性らしいアイディアに富ん
だ商品を製作しました。次回 9 月の
10 日市で販売する予定です。多数の
方のご来場をお待ちしております。

青少年育成事業
◇7/19

クルマづくり究めるプロジェクト

クルマづくり究めるプロジェクトの
3 回目の活動がありました。朝のラジ
オ体操、指差呼称に始まり、その後入
門、研究、挑戦の３コースに分かれて
熱心に実習をしました。
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日

時：2014 年 10 月 12 日(日)
午前 10：00～（9：30 受付）※荒天中止
（中止の場合は、当日 7：00 にあすて HP にて案内します）

会

場：アイシン高丘株式会社 高丘ゴルフ場
（愛知県豊田市高丘新町天王 1）

内 容：オリエンテーリング
参加費：1 チーム 1000 円（昼食付）
※1 チーム５人まで(小学生以下は保護者同伴)
※2 歳以下はチームの人数には含まれませんが
昼食は無しになります

定

員：先着 50 チーム
申込期間 2014 年 9 月 5 日（金）～10 月 ５ 日(日)

申込先：FAX・ｅmail・郵送・持参にて
（公財）あすてまでお申し込みください

主

催/問合せ :公益財団法人あすて
（0565-52-0362）

その他：
●
●
●
●
●

みなさんの参加費はあすてが実施している中国
内モンゴル自治区での植林活動の苗木代とその
管理のために全額寄付されます。さらに、その
苗木にチーム名がネームタグとして付きます。

運動のできる服装と靴、雨具、飲み物、筆記具をご用意下さい。
車いすの方は、事前にご相談ください。
一部ベビーカーでは入れない場所があります。
5 名を超える団体の場合、チームを分けて申込をお願いします。
ゴミは各自でお持ち帰りください。

申込用紙につきましては、あすて HP からダウンロード
いただくか、
（公財）あすて迄お越しいただきますよう、
お願いします。

～ ボランティアガイドとまわる 「石舞台古墳・橘寺」と綺麗になった「平等院」 ～

日 時
7：30 あすて出発（18:00 頃帰着予定）

行き先
対

石舞台古墳（明日香村）と平等院（京都・宇治）

象：あすてボランティア登録者

参加費：4，0００円

(バス代・保険代・石舞台古墳入場料を含む)
※平等院拝観料は別料金です。
※昼食はオプション。古代米御膳 ￥１，０８０

申込み：参加費を添えてあすて事務局まで（先着 40 名）
申込期間 9 月 12 日（金）～10 月 15 日（水）
＊１１月６日（木）以降のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

その他：詳しくはあすて HP・募集チラシをご覧下さい

◇２つの観光地について
①石舞台古墳： ボランティアガイドを依頼し歴史に触れます
石舞台古墳と橘寺（2 面石）を６０分散策予定
②平等院
当日、バス内にて拝観希望を伺います（別途拝観料）

日 時

９月１０日(水)
9:30～11:00

同 時 開 催

マーケットライブ

出 演:すみれの会
小林 敦子さん（二胡）
石松 雅子さん（フルート）
吉野美穂子さん（ソプラノ）

(10:00～10:30)

チャリティー事業
◇8/27

弦のしらべにのせて

弦楽アンサンブルによるチャリティー
コンサート「弦のしらべにのせて」が開
催され 109 名のお客様にお楽しみいた
だきました。チケット代と募金を合わせ
て 75000 円はすべて東日本大震災で
被災したこどもたちの学習支援をして
いる NPO 法人カタリバの運営する放課
後学校「コラボ・スクール」へ寄付されま
す。詳細は HP をご覧下さい。

環境事業
◇8/2

環境ワークショップ

豊田市の地域文化広場にて環境ワー
クショップが開催され、特別ゲストとして
火倶野姫グループが竹風車づくりのワ
ークショップを行いました。当日は 60 組
を越す親子がものづくりを楽しみました。

◇8/21 チャリティーウォーク準備
第 3 回目の打ち合わせが 21 日に
行われました。プログラムやポイント
内容等、大枠が決まり、開催に向けラスト
スパートの段階です。当日は、あすて登
録者の皆様にもボランティア協力や一般
参加をお願いしたいと思いますので、
どうぞ、宜しくお願いします。

◇8/26 竹炭窯の窯開き
火俱野姫グループが現在ある竹炭窯
を改修し、窯開きを行いました。天気が
不安定でしたが、点火の際には天候も
良くなり、無事に点火式を終え 9 月の
10 日市に花炭販売を予定しています。

国際協力事業
◇8/31 チャレンジアジア
31 日、チャレンジアジア カンボジアの選考面接が行われました。
12 月下旬の本番に向けて 9 月 21 日から事前研修が始まり、
現地活動準備とボランティア意識を高めていきます。

多文化共生事業
◇8/3

たのしいにほんご

外国人の方を対象に、防災研修の
第１弾をあすてにて実施しました。
地震での防災を中心に身の守り方や
避難の仕方、非常用品の確認など、日
本語パートナーを通じて分かりやすく学
ぶことができました。また、実際に学んだ
ことを活かして避難訓練を行いました。訓
練を通じて、更に防災知識を深めること
ができました。

◇8/24

たのしいにほんご

外国人の方を対象とした防災研修第 2
弾を豊田市防災学習センターで行いまし
た。愛知淑徳大学や日本赤十字看護大
学の学生さんたちにも協力して頂き、防
災クイズや身近にあるものを利用して防
災グッズの製作をしました。また、実際に
暴風や地震、火災などを同センターで体
感することができ、災害の怖さや身の守り
方を学ぶことができました。最後に学ん
だことをグループで話し合い、発表を行
い有意義な 2 日間の研修となりました。

ものづくり事業
◇8/2

草木染め体験

染織ころもが、夏休み草木染め体験
を行いました。小学 1 年生から 6 年生ま
で 6 名が参加。玉ねぎと藍でハンカチ
のしぼり染めを行いました。染織ころも
は、昔ながらの機織りや草木染めの活
動を通して、子供たちにものづくりの心
を伝え、今後、福祉施設や老人ホーム
などでの慰問活動を予定しています。

◇8/30 くるまづくり究めるプロジェクト
暑い日が続く中、8 月も毎週クルマづく
り究めるプロジェクトの活動がありました。
入門・研究・挑戦の各グループそれぞれ
が真剣に取り組みを行っています。
写真は挑戦コースがエコランカーの骨組みを
検討している様子
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～ ボランティアガイドとまわる 「石舞台古墳・橘寺」と綺麗になった「平等院」 ～

日 時
7：15 あすて出発（～18:00 頃帰着予定）

行き先
対

石舞台古墳（明日香村）と平等院（京都・宇治）

象：あすてボランティア登録者

参加費：4，0００円

(バス代・保険代・石舞台古墳入場料を含む)
※平等院拝観料は別料金です。
※昼食はオプション。古代米御膳 ￥１，０８０

申込み：参加費を添えてあすて事務局まで（先着 40 名）
申込期間 9 月 12 日（金）～10 月 15 日（水）
＊１１月６日（木）以降のキャンセルは、キャンセル料がかかります。

その他：詳しくはあすて HP・募集チラシをご覧下さい

◇今回のみどころ
①石舞台古墳： 飛鳥では、現地のボランティアガイドと一緒に、約一時間、石舞台古墳と
橘寺（二面石）周囲を散策します。その後、ランチタイムになります。
②平等院：お茶の香りと宇治特産品など商店がいっぱいの表参道、ちょっと駆け足で、
宇治上神社（世界遺産）へ、約一時間、自由散策。宇治浪曼満喫！

日 時：2014 年 10 月 12 日(日)
会 場：アイシン高丘株式会社 高丘ゴルフ場
内 容：オリエンテーリング
参加費：1 チーム 1000 円（昼食付）
定 員：先着 50 チーム
応募締切 2014 年 10 月 ５ 日(日)
申込方法：FAX・ｅmail・郵送・持参にて
主 催/問合せ :公益財団法人あすて
その他：詳しくはあすて HP、チラシをご覧下さい。

あすてから参加するグループ
・あカンて：チャレンジアジア活動パネル展示
・あすてらんち：キーマカレー（200 円）
・メイウィンクタス：アフタヌーンティー（ナショナルデー内にて）
皆様ぜひご参加ください♪

チャリティー事業

多文化共生事業

◇9/10 チャリティー10 日市

◇9/4・5 海外研修生受入

今日は、夏休み明け最初の１０日市が開
催されました。今回は子ども服、木のおも
ちゃ、昆虫や怪獣の折り紙など、子ども向
けの出店が目立ちました。マーケットライブ
では、３名の元教員グループ「すみれの
会」による二胡とフルートの演奏とソプラノ
歌唱など、様々な音楽を７０名の方が楽し
みました。

2 日間に渡り、企業の海外研修生を対象
に「交通安全」「防犯」をテーマに研修を実
施しました。研修初日では、道路標識・信
号機の見方確認や自転車での走行ルール
を豊田警察署からご指導頂き、また豊田市
交通安全防犯課から車や自転車の盗難対
策を学ぶことができました。
２日目は、豊田市交通安全学習センターに
出向き、屋内での自転車体験や施設見学
を行い、昨日から学んだことを更に理解を
深める事ができました。午後は、トヨタ鞍ヶ
池記念館に移動し、トヨタ自動車の歴史や
喜一郎の移築された別荘等を見学し、研
修生にとって貴重な経験となりました。

売上総額：１５７，７００円、寄付総額：８２，３１９円（この
内中国植林へ３４，９３５円）、出店：１４、来場者：１６０名

◇9/28

チャリティーコンサート

華豊の友グループが、中国雲南省地震被
災者支援のために、チャリティーコンサート
「軽音楽と舞踊のつどい」を開催しました。
当日は、二胡の演奏を始め、それぞれの出
演者が歌やダンスなどを披露して優しい音
楽を聞きながら素敵な時間を過ごしました。
来場 185 名、寄付総額 147235 円（被災地で使う浄水器
などの支援に全額寄付）

環境事業
◇9/3

新型窯の初窯出し

火俱野姫グループが、新型窯の初窯出
しを行いました。今回は試験的に焼いたの
ですが、やはり気になる出来栄え。その結
果は・・・花炭、竹炭ともに、まぁまぁ、だった
のかな？更なる改善を加え、次回はもっと
上を、目指します！

国際協力事業
◇9/21

チャレンジアジア カンボジア

12 月 24～31 日の現地活動に向け、チャ
レンジアジアの事前研修が始まりました。
初日の研修では、あすて理事長よりチャレ
ンジアジアの歴史や経緯、ボランティア精
神等についてお話をして頂き、その後、自
己紹介や施設見学を行いました。初日は
少し緊張気味になりましたが、今後事前研
修を通してチームの絆を深めて本番に臨
みます。

◇9/5、7

たのしいにほんご

14 期の金曜日クラスと日曜日クラスがスタ
ートしました。今期は会話クラスと総合クラ
スの 2 クラスでの開催となり、初日は両クラ
スとも日本語パートナーと参加者同士で自
己紹介を行いました。金曜クラスではその
後に“日本の生活で困っていること”をパー
トナーさんと話合い、アドバイスも受け、充
実した学習日となりました。
金曜日クラスは 11 月 28 日、日曜日クラス
は 11 月 23 日まで毎週開催します。
また、日本語パートナーも募集しています
ので興味がある方は是非応募ください。

ものづくり事業
◇9/20 くるまづくり究めるプロジェクト
クルマづくり究めるプロジェクトも 4 ヶ月が経過し、大人も子供も
油まみれで、最終目標に向け、それぞれのチームが一生懸命活
動を行っています。
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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、グループ同士や参加者との交流の場となることがねらいです。

日 時
内 容
同 時 開 催

ご支援頂いている皆様方に日頃の感謝をお伝えしたく、
感謝のつどいを開催します。
施設見学や交流タイムもありま

１１月１０日(月)

すので、ぜひご参加下さい。

9:30～11:00
竹製品、木工品、手芸品、

◆日時：12 月 11 日(水) 10:00～11:45

人気の野菜、民芸品など

10:00～10:30

出演者：たのしいにほんごの学習者
内 容 ：インドの歌・舞踊やインドの紹介

◆会場：公益財団法人 あすて
◆対象：賛助企業、関係団体の皆様、あすて登録者
◆参加費：無料

ものづくり事業
◇10/18 クルマづくり究めるプロジェクト
クルマづくり究めるプロジェクト
研究コース（エンジンチーム）の
報告会が行われました。これまでの
活動内容や、活動中の苦労・楽しさ
などの発表後に、他の受講生からは
「錆びたネジの外し方は？」
「エンジ
ンプラグの役割は？」など多くの
質問もありました。専門性を高める
研究コースの今後に期待が膨らむ
有意義な報告会でした。

◇10/29 森のプレゼント製材機お披露目会
関係者や協力団体をお招きし、森の
プレゼントの簡易製材機お披露目会を
開催いたしました。今後ますます活発
になる森のプレゼントに期待です。

多文化共生事業
◇10/3

たのしいにほんご

たのしいにほんご（金）クラスでは、
日本の文化である、煎茶道と書道を体
験しました。ボランティアさんからお茶の
入れ方や飲み方の作法等を教わりまし
た。また、書道では好きな漢字を選び、
アドバイスを受けながら筆を運ばせ、
書き上げていました。殆どの皆さんが初
めての体験で、とても楽しそうでした。
☆「たのしいにほんご」では、日本語パート
ナーを募集しています。興味のある方は
あすて職員まで気軽にお申し出下さい。

国際協力事業
◇10/5

チャレンジアジア カンボジア（事前研修）

豊田市国際交流協会の「国際の日」
交流イベントにあカンてが出展しまし
た。ブ―スでは、カンボジアでの活動
を紹介したパネルの展示の他、民芸
品の販売・募金活動などを事前研修メ
ンバーが担当しました。多くの来場者
の方々に活動内容の理解と周知をす
る事ができました。

環境事業
◇10/12 地球緑化チャリティーウォーク
環境について学ぶことと親子の交流を目
的に地球緑化チャリティーウォークをあすて・
アイシン精機課長会・アドヴィックス課長会の
３者で企画から当日の運営まで行いました。
参加者はコース内に設けてあるゲームや環
境クイズなど頭と体を使ってオリエンテーリン
グを楽しんでいました。ゴール後には食事ボ
ランティアによる炊込みごはんを美味しく食
べていました。また、チャリティー販売や木工
ワークショップも楽しみました。
アイシン精機・アドヴィックス課長会双方から
あすての森募金へのご寄付を戴きました。
（参加 27 チーム、寄付総額 229900 円）
※今回の寄付は全額、あすてが実施している、中国内
モンゴル自治区での植林活動の苗木代と管理（あす
ての森募金）に充てられます。

チャリティー事業
◇10/10 チャリティー10 日市
恒例の竹細工、木工品、旬の野菜、手芸品
と並んで今回目を引いたのは、女性作者なら
ではの繊細な竹籠・先月あすての窯で焼き
上がったばかりの壺や花瓶でした。ライブは、
ほづみ会によるオカリナ演奏がありました。
売上総額：143,700 円、寄付総額：40,138 円（内中国植林活動への寄
付：39,138 円）、出店：13 ブース、来場者：151 名

◇収集ボランティア実績（2014 年４～9 月）
個人及び企業の皆様のご協力により、寄せられた収集物を
下記の各団体に送りました。皆様のご厚意に感謝いたします。

ｖoｌ. 151
2014 年 12 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

Mail：astenasa@hm9.aitai.ne.jp

❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤✥❤

第３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～

中国内モンゴル自治区では、開墾や放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？

外国人ゲスト達とパーティーを楽しもう！
外国人ゲストを招き、パーティー形式で歓談します。
語学が得意な方も そうでない方も、異文化交流の機会を楽しみましょう。
（日本語の得意な外国人も参加の予定です）

ミャンマーの子ども達の教育支援や人身売買防止などに取
り組まれている、Child Needs Home 代表の礒部さんをお招
きし、語り合います。

◆日 時：１２月１４日（日）１２：００：～１４：３０
◆場 所：あすて
◆参加費：500 円 [事前予約要] m-suga@s8.dion.ne.jp(代表：菅沼)までメール
※申込多数の場合、早期に締切る場合有り

ご支援頂いている皆様方に日頃の感謝をお伝えしたく、
感謝のつどいを開催します。施設見学や交流タイムも
ありますので、ぜひご参加下さい。

◆ボラカフェオーナー プロフィール
礒部 陽子 氏

◆日時：12 月 11 日(木) 10:00～11:45
◆会場：公益財団法人 あすて
◆対象：賛助企業、関係団体の皆様、あすて登録者
◆参加費：無料

・神戸大学附属病院で看護師として 6 年勤務
・NPO 法人 JapanHeart に所属し 3 年間ミャンマーの病院に勤務し
看護技術指導や無償での医療提供に努める
・2013 年 NPO Child Needs Home 設立、代表者

日 時

12 月１０日(水)
9:30～11:00

同 時 開 催

(10:00～10:30)
出 演：豊田民謡サークル
内 容：津軽三味線の
歌と舞

ものづくり事業
◇11/20 森のプレゼント
㈱豊田自動織機様からご寄付を頂き、
森のプレゼントが製作したベンチ 12 脚の
贈呈式を、高浜市の翼幼保園で行いまし
た。織機と森のプレゼントのボランティアが
寸劇で間伐材の説明を行った後、園児と
一緒に組み立てを行い、その後、高浜市
長さん同席のセレモニーを行いました。
最後は子どもたちからのかわいい歌のお
礼がありました。ベンチは高浜市内の保育
園に寄贈される予定です。

チャリティー事業

国際協力事業
チャレンジアジアカンボジア事前研修
◇１１/２ 第 4 回
あカンて OB と新メンバーが協力しなが
ら、カンボジアの現況やあカンての活動を
伝えるため、愛知淑徳大学の大学祭に
ブース出展しました。
ワークショップとして布チョッキンと折り紙
コーナーを設け、参加者１人１人に現地
での使用用途や目的を説明した後、
布ちょきんを体験してもらい、現地支援に
繋げました。また、カットされた布や折り紙
は、メンバーが現地に行った際に直接
子どもたちや NPO に贈られます。

◇11/10 チャリティー10 日市

◇11/９ 第 5 回

今月のライブ出演者は、あすて日本語教
室受講生のインド人 8 名。インドの文化習
慣から宇宙開発まで幅広い事象を日本語
で紹介したり、美しい民族衣装を着てイン
ドのダンスや歌などを披露してくれました。

事前研修として、豊田市国際交流協会
で行われた、ナショナルデーカンボジア
に参加しました。30 年に渡りカンボジア
の孤児に奨学金支援をされている豊田
キリスト教青年会（YMCA）の平岩さんか
らアンコール遺跡にまつわる深い歴史に
ついて聞く貴重な研修となりました。

売上総額：120，570 円、寄付総額：36，430 円、
出店：12、来場者：131 名

環境事業

多文化共生事業

◇11/15 チャリティーコンサート

◇11/21、23 たのしいにほんご

中国植林活動へのチャリティーを目的と
して、「みんなで創る音楽祭実行委員会」
の皆さんが「みんなで創る音楽祭」を開催
しました。神星工業を中心とした皆さん
が、プロ顔負けの歌声や演奏を披露。会
場は暖かい拍手に包まれ、中国内モンゴ
ルの砂漠化が進む大地に、更に 60 本を
超す苗木募金がありました

金曜日・日曜クラスそれぞれの成果発
表会がありました。金曜日クラスは趣味や
母国の行事・してみたい事などを題材に
日本語で発表しました。他メンバーも日
本語で質問し、発表者も日本語で答え、
双方が楽しく多文化について知る有意義
な発表会になりました。
日曜日クラスは 1 日の食事メニューやあ
すての施設紹介などを 1 枚の紙に日本
語でわかりやすく説明してくれました。
また、両クラスとも日本語教室がたのしい
という声が多く聞こえました。

（寄付：64000 円）

グループ支援事業
◇11/13 あすてボランティア親睦旅行
ボランティアの親睦旅行として、奈良
の飛鳥寺、石舞台古墳、宇治の平等院へ
35 名で出かけました。普段は交流できな
いあすてボランティアグループと交流する
良い機会となりました。

次期、コースの開催は金曜日クラスが
１月９日・日曜日クラスが翌年１月 11
日からのスタートとなります。
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２０15 年

新年のごあいさつ

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希望に満ちた新年をお迎え
のことと存じます。あすては、昨年 12 月 11 日に 48 回目の設立記念日を迎えました。当日は賛
助いただいている企業や団体の皆様にご出席いただき、ボランティアの皆様と一緒に日頃の感
謝の気持ちをお伝えしました。12 月現在では 632 名のボランティアが登録し、48 のグループに
分かれて活動していますが、代表して三つの重点事業（森のプレゼント、中国植林、たのしい
にほんご）の活動説明があり、パネル展示なども含めて一層充実した活動の様子をお伝えする
ことができました。公益財団法人に移行して 3 年目となりますが、あすてがボランティアグル
ープと共に展開している各事業が地域社会にとってますます重要な位置を占めていることは否
めません。常々お支えくださる賛助企業のお蔭であることを念頭に置きながら、持続可能な団
体としてどうしていくべきかを皆様と考えながら 50 周年を迎える準備をはじめたいと思って
おります。今年も引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
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ボランティアグループ登録受付開始！
12 月 11 日より、2015 年度グループの登録申請が始まっています。
２月末までにグループヒアリングができるようグループ申請用紙をお早めに
事務局に提出をお願いします。
分からない点がございましたら、あすてスタッフまでお声かけください。

ボランティア研修事業

国際協力事業

◇１２/７ ボランティアカフェ

１２/２１、２４ チャレンジアジアカンボジア

NGO 団体「Child Needs Home」代表の
礒部陽子氏をお招きし、
「ミャンマーの子
ども達を救いたい」をテーマに開催しま
した。礒部代表から、団体設立のきっか
けや、活動の取り組み・夢などミャンマ
ーでの体験をもとに、語って頂きました。
お話の途中にはミャンマーと日本のガー
ゼの吸収力の比較実験など織り交ぜ、現
地医療の実態を分かりやすく説明頂き、
参加者全員が支援の必要性を認識しまし
た。発表後は私たちが日本に居てミャン
マーへの支援をする為に何ができるかな
ど活発な質疑応答があり、有意義なボラ
ンティアカフェになりました。
参加：29 名

チャレンジアジア最終事前研修を行いま
した。冒頭、理事長より現地活動に向けて
激励の言葉を頂いた後、旅行社より最終行
程確認を行いました。その後は、作業途中
であった交流会の備品制作にメンバー一
丸となってあたり、無事に完成することが
できました。最後にパネルシアターのリハ
ーサルを行い、各自で練習を重ねた成果が
表れ、スムーズにクメール語で読み聞かせ
を行えるレベルまで上達しました。
24 日には 10 名揃って無事にカンボジアへ
出発しました。留守番メンバーも見送りに
駆けつけ、想いを託すなどにぎやかな出発
となりました。現地では、NGO「幼い難
民を考える会」が支援する各保育所の建屋
や遊具の修繕、子どもたちとの交流、家庭
訪問等を行ってきました。
12 月 31 日（水）に揃って元気に帰国しま
した。

◇１２/１１ あすての日
あすて設立記念日にあたり、ご支援頂い
ている賛助企業、関係団体に対してあす
てボランティアの方々と一緒に日頃の感
謝を伝える「あすての日」を開催しまし
た。今年度の事業報告や施設見学、また
交流タイムもあり、和やかに行われまし
た。
参加：賛助企業 67 名、関係団体：8 名、
ボランティア：45 名 合計：120 名

チャリティー事業
◇1２/10 チャリティー10 日市
今年最後の 10 日市を盛大に開催しました。
10 日市も回を重ねる毎に売り手と買い手が
気持ちを一つにし、毎回来ていただいている
お客様に加え、評判を聞きつけ遠路はるば
るお越しいただけるお客様など少しづつ人
数も増えています。先月登録いただいた、
「Child Needs Home」が初出店され売上金
をミャンマーの子どもたちに役立てようとミャ
ンマーの民芸品とホットミルク出店されまし
た。また、ライブは豊田民謡サークルの皆様
による津軽三味線や舞の披露がありました。
総額：191,360 円、寄付総額：192,415 円、
来場者：145 名

国際交流事業
◇１２/１４ 「YEAR END PARTY2014」
あすて登録グループの GLOBE が外国人ゲ
ストを招き、「YEAR END PARTY 2014」を開
催しました。 クラッカーの音を合図に交
流会がスタートし、ゲームやおしゃべりな
どでパーティーを楽しみました。また、途
中フィリピンのクリスマスの紹介もあり、
他国の文化に触れ賑やかな国際交流にな
りました。参加:22 名

ものづくり事業
◇11/28 森のプレゼント
あすての正面玄関に、安全の門ならぬ
「笑顔はボランティアの入口である」と
書かれた、ボランティアの門を森のプレ
ゼントグループに製作していただきま
した。世界中の人々が笑顔になる日を目
指して私たちも笑顔で頑張りましょう。
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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。

日 時

２月１０日(火)

9:30～11:00

同時開催
(10:00～10:30)
アジア・オセアニアスペシャル

(オイスカ中部研修センター ）

ものづくり事業

国際交流事業

1/25 社会人のための地域参加促進セミナー

１２/２４～３１ チャレンジアジアカンボジア

森のプレゼントは、豊田市社会福祉
協議会・
（公財）あすてなど 4 団体の共
催で行われた、
「社会人のための地域促
進セミナー」にシンポジスト（代表：
硲氏）とブース出展を行いました。シ
ンポジウムでは、森のプレゼントの具
体的な活動や今後の展望を語りまし
た。その後、作品展示ブースではメン
バー達が直接説明をしながら沢山の方
に作品をみていただき、活動の周知・
理解に繋げる事ができました。

チャレンジアジアカンボジアのメンバーが、現地（プノンペ
ン近郊）で大変実り多い活動をしてきました。
子ども達との交流・保育所のペンキ塗りなどの活動に加えて、
小学校やスラム街の見学、カンボジアの史跡視察などを行いま
した。また、ホームビジットでは、現地の生活習慣や実情を直
接肌で感じ取る事ができました。
帰国後もこの体験を基に“今後どんな
ことが支援できるか”をまとめ、
3 月 15 日のボランティアカフェで
発表する準備をしています。

チャリティー事業
◇1/10 チャリティー10 日市
今年最初の 10 日市が快晴の中で行
われました。出店数はいつもより少な
いものの竹細工や工芸品、旬の野菜は
根強い人気でにぎわいました。
ライブでは、和太鼓グループ「綾」に
よる威勢のよい演奏や観客を巻き込
んだソーラン踊りの体験コーナー、他
にも新企画としてオカリナグループ
による演奏体験コーナーもあり、参加
型が目立つ 10 日市となりました。
売上総額 103,170 円、寄付総額 23,240 円

多文化共生事業
◇１/9.11 たのしいにほんご
金曜日クラスは９日から、日曜日ク
ラスは 11 日から、第 15 期のたのしい
にほんごがスタートしました。
今期はどちらもリピーターの方が多
く、ボランティアの方々と一緒にお互
いの国の正月の過ごし方を紹介しあ
うなど、なごやかで活気のある初日と
なりました。
たのしいにほんごは、
3 月末まで 10 回開催
されます。

青少年支援事業
◇1/17 安全の門設置
昨年 6 月からスタートした「クルマ
づくり究めるプロジェクト」は各コー
スとも最後の追い込みの中、KO？BA へ
の入り口に安全の門が完成しました。
指導員と子どもたちの力作です。もの
づくりの基本は何より「安全第一」を
いつも念頭に置いて活動したいもので
すね。

その他事業
◇1/7、28 パートナーシップ研修
豊田市の職員が、住民とのパートナ
ーシップ研修の一環としてあすてを
訪れました。両日とも 20 人ほどの方
が、森のプレゼントの活動を視察後、
あすてらんちを体験しました。
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このイメージは、現在表示できません。

日 時

３月１０日(火)

9:30～11:00

同時開催
(10:00～10:30)
おひさまによるオカリナ・篠笛・サンポーニア演奏

ボランティア研修事業

環境事業

2/1 ボランティアカフェ

２/7 砂漠化防止の為の中国植林活動

「ものづくりの楽しさ 木の仕事を
通じて」をテーマにボランティアカフ
ェを開催しました。第 1 部では、カリ
モク家具（株）の加藤英樹社長と加藤
洋副社長による木工への取り組みと魅
力について語っていただき、家具作り
の熱い思いを感じることができまし
た。
第２部では、おやじバンド「ザ・ドン
キーズ」の懐かしいバンド演奏を、コ
ーヒーを飲みながら楽しみました。
第３部では、あすて登録グループ「森
のプレゼント」代表である硲氏にグル
ープの生い立ちから活動の取り組みを
語っていただきました。ボランティア
カフェ終了後、森のプレゼントの活動
場所に案内し、活動内容を見学してい
ただき、ボランティア参加を勧めまし
た （参加 65 名）

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」の第 1 回事前
研修が行われました。理事長挨拶の
後、事務局より植林活動の目的・旅程
や前年度の活動のようすを説明し、植
林活動への理解や意識を高めました。
その後は、自己紹介や質疑応答などで
参加者同士の交流を図りました。第 2
回事前研修は４月 5 日に植林の方法や
語学研修などを計画しています。(参加

青少年支援事業
２/１４

来年度開催される「クルマづくり究め
るプロジェクト」の説明会が行われま
した。予定より沢山の見学者が来ら
れ、関心の高さが伺えました。諸説明
の後、クルマづくりの指導員さんによ
る案内で、作業場（KO?BA）へ行きクル
マづくりに取り組む子ども達の真剣な
眼差しを見ながら質疑応答が飛びかい
ました。

チャリティー事業

◇2/10 チャリティー10 日市
雪が舞う寒い日にもかかわらず、
沢山のお客さんに来場いただき開催
しました。出店者の中で一番遠方の
稲武にある「ブルーベリーのこみ
ち」さんは稲武産ブルーベリーで作
ったジャムや焼き菓子を販売してい
ます。当日は 15 ㎝の積雪の中をあす
てまで駆けつけて下さいました。
２月のマーケットライブは、オイス
カ中部研修センターの研修生１０名
による歌やダンスの披露でした。ま
た、あすてのオカリナグループ「お
ひさま」から贈呈されたオカリナで
日本の「ふるさと」の演奏も披露し
て下さいました。研修生全員が民族
衣装で出演し、会場がとても和やか
な雰囲気になりました。
売上総額：１５７，１１０円、寄付総額：４
５，６６０円（この内中国植林指定３５，５６
０円）、来場者：１２０名

クルマづくり究めるプロジェクト見学会

その他事業
２/１９.２０.２１

新明工業マネージャー研修

19 日～21 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、寒い中にもかかわらず、ものづくり
館周辺の側溝清掃のボランティア活動をし
ていただきました。

◇２/２２ トヨタ自動車 EX 会 防災ベンチ用丸太製材

▲お客さんも楽しく踊りに
参加しました。

トヨタ自動車 EX 会が、防災用ベン
チ製作の為、間伐材をあすてへ持参し
製材を行いました。森のプレゼントメ
ンバーの中田さんによる熱心な指導の
下、若手の EX 会メンバーが丸太の製
材に真剣に取り組まれていました。完
成した防災用ベンチは梅ヶ丘学園に寄
贈される予定です。

