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“ 共に築こう笑顔の世界 ”
（公財）あすては 49 年目に入り、共に歩んできた見事な桜の花吹雪の中、2015 年度が
スタートいたしました。今年度も引続きボランティアの皆様と力を合わせて笑顔あふれる
明るく住みよい社会を目指して事業を展開してまいります。中でも ものづくり・環境・
国際を重点項目としてさらに充実してまいる所存です。
2016 年度には 50 周年を迎えます。ここまでこれましたのも、ご賛助いただきます 116 社
の企業様のおかげであり、感謝の気持ちを忘れることなく、目標に向かってまい進してま
いりたいと存じています。

公益財団法人あすて 2015 年度実施事業のご紹介

●美化活動
４S
あすては設立当初から利用される人たちのあたたかい心により、“自主的”に清掃が行われ、
あすてを綺麗に維持しています。これは他施設には無い、あすてのすばらしい所です。そのあ
たたかい心を大切にし施設を今後も維持する為に、各グループの皆様には使った場所はもちろ
ん毎回ですが、それ以外の共有の場所を毎週活動の場合は月 2 回以上を目標に清掃活動を行っ
ていただけるようご協力をよろしくお願いたします。

ポットラックガーデン
あすての庭は利用する人達みんなのものです。おうちにある花の苗を持ち寄り、みんな
の協力で心和むガーデンにしませんか？色々な種類の花々が咲き乱れるガーデンはきっと
多くの人を喜ばせることでしょう。
季節の飾り付け
季節に合わせた行事の飾り付け等、館内をあたたかい雰囲気にすることもボランティアの手に
よって 行われています。

●収集ボランティア
以下の物を常時集めています。毎日の生活の中でちょっと気にとめることが、
社会貢献の第一歩になります。ご家族やお友達、職場仲間と集めてみませんか？
収集物

寄付先

支援内容

１

ベルマーク

㈶オイスカ

アジアの植林活動

２

㈶オイスカ

３

文具
使用済切手

４

外国コイン

㈶日本ﾕﾆｾﾌ協会

５

書損じハガキ

㈳日本ﾕﾈｽｺ協会連盟

アジアの子どもの教育
医師・看護師等を
アジア各地へ派遣
途上国の母子へ
保健医療支援等
世界寺小屋運動
（途上国の識字教育）

日本キリスト教海外医療協力会

＊切手は周囲１㎝余白を残し、台紙ごと切り取ってください。

玄関入って左手の
部屋(コスモス)の
収集コーナーで
いつでも受け付け
ています！

＊文具（鉛筆、ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ、ﾉｰﾄ等）は新品又は同等程度のみ
＊書損じハガキは未投函の官製ハガキのみ(古くても OK)

●あすての森募金
～あなたの支援が、地球を緑で包む～
あすてでは砂漠化防止のための中国植林活動を実施していますが、維持していくた
めには、多くの方々の支援が必要となります。現地の活動には参加できなくても、
募金を通じて植林活動に参加することができます。
「あすての森」募金は苗木を根付かせ、末永く地球や人々を守ります。
詳細：１口 100 円 10 口以上募金された方には、苗木にネームタグがつきます。
また、あすてサロンにて「あすての森」募金の状況を見ることができます。
（右の写真）
最終的には、240,000 口の募金を目標に掲げています。

４月・5 月の予定
4/ 4 あすてはじめの会
(10:00～11:00)
4/ 5 中国植林活動事前説明会
(9:00～12:00)
4/10 あすてチャリティー10 日市
(9:30～11:00)
4/11 クルマづくり入門コース説明会 (9:30～11:00)
4/18 クルマづくりボランティア説明会(9:30～11:00)
4/18 ボランティアカフェ
（14:30～16：00）
英語国際交流会～インドについて～

4/25

ボランティアカフェ（14:00～15：30）
～高校生ボランティアの可能性～

4/24～28 中国植林活動現地活動
4/29～5/6 ゴールデンウィーク休館
5/17 スペイン料理を楽しもう！（11：30～13:00）
5/30 パパレンジャー親子遊び
5/31 あすて休館

～決められたガソリンの量でどれだけの距離を走行できるか？限界の突破に挑戦するアイデアと技術の競技！
～2015 年 6 月 13 日、鈴鹿サーキットで開催される「Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2015 第 29 回 鈴鹿大会」
に、クルマづくり究めるプロジェクト挑戦 チームが約１年の長い製作を経て出場します！完走を目指して
頑張りますので、ぜひ応援を宜しくお願いします！
クルマづくり究めるプロジェクト
は、自動車関連企業のプロの指導の
もと、子どもたちがクルマづくりの
ワザを体験しながら、基礎からクル
マの構造について学び、追求し、夢
をカタチにしていく事業です。
△製作打合せ・骨格成形・ボデー成形・エンジンの取り付けなど。

日 時：6 月 27 日（土）14：00～16： 00
参加費：500 円（アフタヌーンティー代として）
対 象：中学生以上
申込み：電話にてあすてまで（先着 50 名）※6/16 締め切り

日時：6 月 6 日（土）18：00～19：15
内容：2015 年度あすて中国植林活動報告
今後の活動や展望について

同時開催：難民支援チャリティーバザー（12:30～14:00）
チャレンジアジアパネル展

参加費：無料（どなたでも参加できます）

日 時：7 月 4 日（土）10：00～15：00
目的：手作り品を販売し、収益を社会貢献団体へ寄付
同時開催：マーケットライブ（10:00～10:30）
6 月：アンサンブルひまわり（弦楽演奏）
7 月：すみれの会（フルート、ピアノ、ソプラノ）

対 象：小学 4 年生～中学生
内 容：型染めによるオリジナルエコバッグ作り
参加費：500 円（材料費含む）
申込み：6 月 5 日（金）午前 9 時より電話にて
（先着 10 名）

8 月の予定
8/1
チャリティージャズコンサート （18:00～19：30）
8/2
パパレンジャー連続講座 第２回 （10:00～14：00）
8/8～17 夏季長期休館

8/27～29 企業研修
9/10 チャリティー10 日市（9:30～11:00）

地球緑化と黄砂防止のために
中国で植林をしてきました
①実施日：2015 年 4 月 24 日～28 日
②場

所：中国内モンゴル自治区ホンシャンタークゥー砂地（あすての森）

③内

容：黄柳 10 万本・楊柴 5 万本・障子松 500 本を植林、小学校にて環境教育の実施

④参加者：あすて 13 名、国内アイシン G

17 名

アイシン現地法人

△植林活動の様子：総勢 85 名のボランティアの方が汗を流しながら黄柳・楊柴
・障子松の植林活動をしました。

52 名

その他 3 名

計 85 名

△現地小学校での環境教育の様子
※紙芝居やワークショップによる環境教育

◆ボランティアカフェ（4 月 25 日）
タイ山岳部でのホームスティを機に、名古屋で学校の枠を超えた中高生の国際ボランティア団体「ど
えりゃあ Wings」を立ち上げ、仲間とともに多くの国際事業を生み出した吉野裕斗君を招き、ボランテ
ィアカフェ「高校生ボランティアの可能性」を開催しました。活動の経緯や現在の様子、今後の夢など
を語っていただきました。来場者は想いを次々カタチにしていく彼らの行動力に、共感したり感心した
り、熱くてさわやかな 1 時間 30 分を過ごしました（参加 33 名）

◆チャリティー10 日市祭（5 月 10 日）
五月晴れの爽やかなお天気の中で、年に一回の「10 日市祭」が行われました。ライブ出演ではあすて
日本語クラスで学ぶ外国人が日本語でドラマ仕立ての紙芝居の読み聞かせを行ったり、屋外でもフリーマ
ーケットやクレープ車の販売があり大賑わいました。
売上総額：298、510 円、寄付総額：112､286 円、来場者：260 名

◆プランター製作・寄贈（5 月 15 日）
あすて登録グループである森のプレゼントが、間伐材を利用して大型プランター12 個を製作し、豊田
市の環境学習施設「eco-T（エコット）
」に寄贈しました。今後はエコットの玄関を彩る花壇になる予定で
す。皆様、エコットにお越しの際は、玄関前のプランターにもぜひ足をおとめください。

◆スペイン「 パエリアを楽しもう」（5 月１７日）
あすて登録グループの GLOBE が企画した「スペイン パエリアを楽しもう」が開催されました。スペイ
ンの食文化を知ってもらう為、スペイン人シェフであるマリアーノさんを講師にお招きし、パエリアの調
理をしてもらいました。また本場でのパエリアの楽しみ方についてのお話もいただきました。出来上がっ
たパエリアの試食をしながら、参加者からも沢山美味しいという声があがり、スペインを味わう（感じる）
ことが出来た一日となりました。 (参加 32 名）

●収集ボランティア
●チャリティー10 日市収益寄付総額：659､569 円
売上総額：1,711,720 円
寄付先：あすての森募金、東北支援、ﾁｬﾚﾝｼﾞｱｼﾞｱ、国連 UNHCR,他

●ミニバザー（あすてらんち及びカフェ含む）よりの
寄付総額：910,000 円
寄付先：いのちの電話、幼い難民を考える会、
AHI(アジア保健研修所)、あすての森募金

♥皆様のご協力を心より感謝申しあげます

公益財団法人あすては、2016 年 12 月 11 日に、設立 50 周年を迎えます。今回、50 周年のロゴマークをあすての
登録者に限り募集しています。
ロゴマークとして採用されたデザインは、2016 年 1 月よりあすての事業等で使用する印刷物やホームページ等
に広く活用していきます。皆さん奮って応募をお願い致します。
○デザイン
○応募資格
○しめきり
○応募方法

あすての設立 50 周年を表したもので、市内外のＰＲに適したもの
あすて登録者ならどなたでも(登録者に限ります)
9 月 29 日(火)必着
①所定の応募用紙(本紙裏面)あるいはそれに即した紙面に必要事項をご記入いただき、あすてまで提出下さい。
メール等でのデータでの提出も可能ですが、5ＭＢ以下の容量にして下さい。
②応募点数に制限はありませんが、応募用紙 1 枚につき 1 点として下さい。③必ず自作の作品にして下さい。
締切後、あすて登録者による投票で決定。
最優秀賞(1 点)、特別賞(数点) ※賞品あり

○選考方法
○採用作品
○その他 ①応募作品は他人の著作物の権利を侵害していないものとします。②応募作品は返却いたしません。

③受賞作品の著作権は公益財団法人あすてに帰属します。④デザインの使用に当たっては、一部修正の可能性もあります。

●応募先・問合せはあすて事務局まで

目的：手作り品を販売し、収益を社会貢献団体へ寄付
同時開催：マーケットライブ（10:00～）
9 月：大島晶子さんによるピアノ演奏
10 月：フラダンス、中国舞踊、フォルクローレ
和太鼓など国際色豊かなステージ

地球緑化チャリティーウォーク「グリーンハンティング」

・日

時：11 月 5 日（木）

※詳細は次号（10 月号）にて掲載予定

・日 時：10 月 18 日（日）9：30～13：00
・場 所：アイシン高丘ゴルフ場
・内 容：環境に関するゲームを解きながらフィールドを巡る。
・定 員：先着 50 組 ※1 組 5 人まで。
・参加費：1 組 1,000 円
※詳細はあすて HP にて
・申込み：9 月 5 日（土）より事務局にて
掲載予定

10 月の予定
10/4
10/10
10/18

国際の日(交流イベント)
10/25
Japanese style BBQ “IRORI“for foreigner
チャリティー10 日市祭（9:30～12：00）
10/27 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
地球緑化チャリティーウォーク（9:30～13:00）
（13:30 ～14: 30）

6 月 6 日 2015 年度クルマづくり究めるプロジェクトが、
「はじめの会」を皮切りに活動
をスタートしました。7 月 11 日には、第３KO?BA の竣工式を執り行いました。神事の
後できたばかりのテストコースをエコランカーが１周して、お披露目を行いました。
早速板金などの設備の引っ越しを行い、子どもたちは真新しい場所で活動を始めました。

△竣工式の様子

△第 3KO?BA を前にテープ
カットを行いました♪

△挑戦チームエコランカー
でテストコースを一周！

△早速新しい 3KO?BA
で作業開始！

◆清掃奉仕活動（6 月 5 日）
あすての近隣にある「愛知県立豊田高等養護学校」の生徒さん 27 名が地域美化奉仕活動の
一環として、あすてで清掃を行って下さいました。駐車場の草取りと館内の窓ふきを念入りに
行った後、あすてのボランティア活動について特に「クルマづくり究めるプロジェクト」と「森
のプレゼント」について職員やボランティアから説明を聞き、質問をする場面もありました。
◆ボランティアカフェ～緑の大地を目指して～（6 月 6 日）
4 月末に実施した 3 回目となる中国内モンゴルでの植林活動について、団長を務めた任氏に
お話をしていただき、その後、内モンゴルのミルクティーを飲みながら意見交換を行いました。
広大な砂漠での小さな活動がではありますが、地球の環境を良くしていくための最初の一歩に
なる活動だと改めて参加者全員で認識を新たにました。（参加：25 名）。
◆クルマづくり究めるプロジェクト（6 月 13 日）
クルマづくり究めるプロジェクト挑戦コースは、1 年間かけて制作してきたエコランカーの
成果を確認するため「Honda エコ マイレッジ チャレンジ 2015 第 29 回 鈴鹿大会」に出場
しました。ほとんどの参加チームは 10 回以上参加してるベテランばかり、試験走行は順調で
したが・・・課題を洗い出し、また来年挑戦します！！
◆難民支援活動「いのちの持ち物けんさ」ワークショップ（6 月 27 日）
国際協力を中心に活動するグループが中心となり、自分の大切な持ち物、自らを証明するも
のを書き出し、それらを失っていく過程でどのような気持ちになるか難民の立場を疑似体験す
るワークショップイベントを行いました。会の後半ではアフタヌーンティーを開催しながら難
民支援について意見交換を行いお互いに理解を深めることができました。（参加：16 名）
毎週火・金に難民支援のためのバザーを開催しています、ぜひご協力下さい。
◆型染でエコバックをつくろう！（7 月 4 日）
染織ころもグループが「型染でエコバッグをつくろう」を開催し、参加者（小学生と幼児）
が思い思いに型抜きでエコバッグに絵付けしました。時間がかかる作業で根負けした子もいた
ようですが、ボランティアの皆さんが優しく、根気よく教えて下さってきれいな作品が出来上
がりました。(参加：5 名)

6 月・7 月も 10 日市は大盛況！恒例の手作り品の販売に加え、マーケットライブ
では、6 月：アンサンブルひまわりによる弦楽演奏、7 月：すみれの会によるフル
ート、ピアノ演奏と歌唱があり、心満たされる時間を過ごしました。
6 月：売上総額：106,700 円、寄付総額：39,695 円、出店：12 ブース、来場者：121 名
7 月：売上総額：117,360 円、寄付総額：36,797 円、出店：11 ブース、来場者： 67 名

△第 3KO?BA には塗装
ブースも設置！!

日
会

時：2015 年 10 月 18 日(日) 10:00～13:00
場：アイシン高丘㈱ 高丘ゴルフ場
（愛知県豊田市高丘新町天王 1）
内 容：環境に関するゲームやクイズを解きながら
ゴルフ場をウォークラリー
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 30 チーム
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）
※その他詳細につきましてはあすて HP かチラシをご覧ください。
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。

あすて親睦旅行２０１５

日 時：10 月 27 日（火）13：30～14：30
出 演：宮内麻理（童謡歌手）徳川葉子（ピアノ）
場 所：あすて
協力金：￥500
問合せ：（公財）あすて ☎0565-52-0362
日 時
7：30 あすて出発（19:00 頃帰着予定）

久能山東照宮、静岡浅間神社、駿府城

行き先
対

など

象：あすてボランティア登録者

参加費：8，0００円
(バス代・ロープウェイ・拝観、入城料・昼食代・東照宮ガイド代・保険代含む)

日 時：11 月 10 日（水）9：30～11：00
内 容:ボランティアが心をこめて作った手作り品
の販売(竹炭・縫製品など)
マーケットライブ：民謡
参加費：無料（どなたでも参加できます）
～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～

申込み：参加費を添えてあすて事務局まで
申込期間 10 月 1 日（木）～（先着 40 名）
※詳しくはあすて HP・募集チラシをご覧下さい
その他：・10 月 31 日以降のキャンセルは参加費の返金が
できかねますので、ご了承をお願いします。
・御朱印帳をお持ちの方はお預かりします。

日
場
料
申

時：11 月 15 日（日）15：30～
所：カバハウス５階ホール
金：全席自由 ￥2000（好評発売中）
込：
（公財）あすて ☎0565-52-0362
※出演者情報等、詳細はチラシ・あすて HP にて

1１月の予定
11/5 あすて親睦旅行 (7:30～19:00)
11/7 Historical Tours in Toyota city for foreigners(Matsudairago)
11/8 わくわくワールド（スカイホール） 11/15 中国植林チャリティーコンサート(カバハウス)
11/10 チャリティー10 日市（9:30～11:00）11/15 丸太丸ごとものづくり DAY（あすて）

苗を持ち寄り花壇に花を咲かせよう！
という「ポットラックガーデン」は今年度からスタートしました。
9 月 2 日には、森のプレゼントが制作していた「ポットラックガーデン」の看板が
出来上がり、メンバー全員で棟上げが行われました。看板部分はケヤキ、柱は間伐
されたヒノキでできていて、素材を活かした作りになっています。
そんな、ポットラックガーデンをみんなで華やかにしていきましょう♪

△位置決めから看板の文字塗りまで丁寧に仕上げて頂きました。最後の立ち上げはみんなの力で「せーの！」

◆8 月 1 日 再燃！ JAZZY NIGHT 2015
森のプレゼント事業へのチャリティーを目的としたジャズコンサート「再燃！
JAZZY NIGHT 2015」が開催されました。出演は昨年のアンコールにお応えし
D-Cube（ディーキューブ）の皆さん。トヨタとヤマハの現役デザイナーによる
おやじバンド。途中、森のプレゼントのメンバーが間伐材で製作した楽器による
演奏も披露され、最後は皆さん総立ちで、まさに熱い熱い夜を楽しみました。
（参加者:63 名）

◆8 月 2 日、9 月 5 日

子育て戦隊パパレンジャー連続講座

あすて登録グループ、パパレンジャーによる、父子を対象とした子育て支援企画「子育て
戦隊パパレンジャー」連続講座第 2 弾「風雲 HIRO 筋城」が 8 月 2 日に行われました。
水鉄砲を使って各ポイントの敵を倒し、親子の絆を深めていくストーリーになっており、
参加者全員が楽しみながら参加しました。
（参加:29 組）また、9 月 5 日には第３弾「パパリ
ンピック」が秋晴れの中で開催されました。ゲームや昼食準備等でお父さんの活躍する姿を
見ながら父子で絆を深める一日となりました。（参加 24 組）

◆9 月 10 日 あすてチャリティー10 日市
8 月 10 日市がお休みだったので、２ヶ月ぶりに顔を合わせた出店者やお客様。
「ナイスブ
レッド」の手作りパンや「ほづみ会」の新入荷のタイ民芸品がずらりと並びました。「森の
プレゼント」が創作した豊田市の地図パズルは大好評のうちに完売しました。９月のマーケ
ットライブは、大島晶子さんによるピアノ独奏。モーツアルトやショパンなどのクラシック
や「上を向いて歩こう」「川の流れのように」などのポピュラー音楽の美しい音色に酔いし
れたひとときとなりました。売上総額：109,720 円、寄付総額：34,170 円、出店数：13

決められたテーマに基づき、にほんごパートナーと共に
会話や交流を通して日本語や文化を学ぶ「たのしいにほ
んご」の 16 期が無事に終了しました。12 回の開催の中で
金曜・日曜日クラス延べ 198 名の参加があり、たのしみ
ながら日本語を学んでいました。

△金曜日クラスは主に「休みの日について」
「交通ルール」
「日本文化」を、日曜日クラスは「公共施設」
「薬について
知る」をテーマに、それぞれ取り組みを行いました。

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？

楽しみながら社会貢献！

あすてチャリティー10 日市
９：３０～１１：００（1 月は１２：００まで）
あすては、来年 12 月 11 日に 50 周年を
迎えます。登録者の皆様から 50 周年ロ
ゴを募集した結果、曽剣雄さん製作の
ロゴに決定致しました。来年の 50 周年
に向け、みんなで盛り上げていきまし
ょう！

内容

竹炭 竹かごなど竹製品 花炭 木工製品
手芸品 旬の野菜 オカリナ 篠笛 パン お弁当
NGO 団体アジア民芸品 苗 抹茶 珈琲など★ジオ
ラマ、マーケットライブ、フリーマーケット（１月の
み）※開催月により出店内容は変わります
パフォーマンスボランティアによる

同時開催

マーケットライブ ♪（予定）
＊1 月(日)：オイスカ中部研修センター
12 月より、2016 年度グループの登録更新受付が始まりました。
１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。
ご不明な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。

（来日中の研修生のパフォーマンス）
翡翠太鼓（和太鼓演奏）
＊2 月（水）
：すみれの会
（腹話術、フルート、ピアノ）

上記期間中は、冬期休館の為、あすて内での活動が
できません。ご協力を宜しくお願いします。

１・2 月の予定
1/10 チャリティー10 日市(9:30～12:00)
2/10 チャリティー10 日市(9:30～11:00)
2/27 パパレンジャー連続講座第 5 弾

2015 年 10 月 1 日から 11 月 30 日の約２ヵ月間に渡り、豊田市ならではの魅力や文
化を体験できる事業「とよたまちさとミライ塾」が開催されました。あすてからは
外国人を対象とした「いろり体験」「松平郷の散策」やものづくりに興味のある方
を対象に「丸太丸ごとものづくり DAY」を開催し、３つのプログラムとも参加者全
員が満足感あるイベントになりました。
Japanese style BBQ
“IRORI”for foreigners

Historical Tours in Toyota city
for foreigners Matsudairago

丸太丸ごとものづくり DAY

◆10 月 10 日 チャリティー10 日市祭
土曜日にあたる 10 月は規模を拡大した 10 日市祭を開催しました。難民や開発途上国の教育
支援を目指すグループが多数参加し大盛況となりました。ライブでは、フォルクローレ、フラ
ダンス、日中友好グループ、和太鼓のパフォーマンスなどを楽しみました。寄付総額は 128,835
円で今年度最高額となりました。ご協力ありがとうございました。（来場者：235 名）
◆10 月 18 日 地球緑化チャリティーウォーク「グリーンハンティング」
地球緑化チャリティーウォーク「グリーンハンティング」をアイシン高丘ゴルフ場で開催し
ました。秋晴れのもと環境に関するゲームやクイズを楽しみながら広大なグリーンを満喫後
は、ボランティアさんが作って下さった美味しい炊込みご飯は大好評！また、抽選会もあり楽
しく環境を学ぶ 1 日となりました。
（参加：102 名、ボランティア 38 名、寄付総額 326,200 円）
◆10 月 24 日 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の中間発表会がありました。参加者から苦労し
た点や良くできた点、入門から研究コースにステップアップして成長できたこと等、様々な質
問が参加者から出され、後半の活動のはげみになる有意義な発表会となりました。
◆10 月 27 日 東日本大震災復興支援チャリティーコンサート
童謡歌手の宮内麻理さんとピアノ伴奏の徳川葉子さんによる復興支援チャリティーコンサー
トが行われました。懐かしい曲や新しい曲を織り交ぜた全 16 曲を歌唱下さいました。交流タ
イムではスターバックスから提供していただいたコーヒーを飲みながら会話がはずみました。
（寄付 67,455 円、参加 105 名※寄付は全額「認定 NPO 法人カタリバコラボ・スクール」へ）

◆11 月 10 日 チャリティー10 日市
マーケットライブは「とよた民謡クラブ」による三味線演奏、日本舞踊、歌など
(寄付総額:34,930 円 参加:121 名)
◆11 月 15 日 ボランティアカフェ
「GLOBE」グループが「英語国際交流会～トルコ～」を開催しました（参加 13 名）
◆11 月 27 日 中国植林と音楽のつどい
あすて森募金への寄付を目的に、 豊田市のカバハウスにてチャリティーコンサート「中国
植林と音楽のつどい」を開催しました。中国雑技団による高度な雑技や NAGOYACOLOR に
よる華やかなステージで場は終始盛り上がりました。途中、華豊の友によるあすて中国植林活
動の概要説明もあり、植林についても学べる機会となりました。
（来場：408 名、寄付：222,099）
決められたテーマに基づき、にほんごパートナーと共に会
話や交流を通し、日本語や文化を学ぶ「たのしいにほんご」
の 17 期が無事に終了しました。
金曜日クラスは「食器」
「日本の食
文化」
「施設のあり方」をテーマに、
陶芸体験や日本のお味噌汁を勉強・
調理や図書館への視察・ワークショ
ップを行いしました。それぞれ特色
あるテーマで受講生は、楽しく日本
語を学ぶ事ができました。

日曜日クラスは「あすてを知る」「私
の町」をテーマに行いました。あすてを
テーマにした部分では、スタッフが施設
を案内し参加者全員がにほんごの活動
場所であるあすてを深く知る良い機会
になりました。又、日本人とバドミント
ンを通しての交流も行い楽しく日本語
を勉強することができました。

2016 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、2016
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。
来年度登録を予定されている方は、この機会にご参
加いただき、新しいあすての取り組みについてのご
理解・ご協力を宜しくお願いします。

【日 時】 2016 年

4 月 2 日（10:00～12:00）

【内 容】 あすて 2016 年度の方針説明
あすて利用について、個人登録の受付開始など

【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。

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？

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。

今年で 8 回目となる「チャレンジアジア 2015」が
2015 年 12 月 26 日（土）から 31 日（木）にかけ、
現地カンボジアにて、認定 NPO 法人「幼い難民を考
える会」が支援している保育所の施設修繕や子ども
達との交流などの活動を行いました。また、あカン
てグループが支援しているトラー氏の活動支援や
プノンペン周辺の水質調査も行い、これからの活動
を立案する意味でも重要な現地活動となりました。
2016 年度もカンボジア支援の為に「何が必要か？」
「どうすることが大切か？」を常に考え活動するあ
カンてへの応援を宜しくお願いします！
◆12 月 11 日 あすて設立記念「あすての日」
毎年 12 月 11 日は恒例のあすての日、今年は趣向を変えて、あすての中期スローガン・中期
目標についてのお話しの後はあすてに関わるクイズで楽しみました。ボランティアの手作りの
お菓子やクリスマスプレゼントもあり、ボランティア同士交流しながら楽しくあすてについて
考えるひとときでした。
◆12 月 13 日 子育て戦隊パパレンジャー連続講座第４弾「ベチョン！」
子育て戦隊パパレンジャーによる大人気連続講座「ベチョン」が開催されました。
今回は父子で絵の具や型を駆使し、個性的な絵を仕上げていき最後は段ボールで作った額縁
を作り、世界に１つしかない作品をつくりました。最後には展覧会も行い、父子の絆を深める
一日になりました。（参加 24 組）
◆12 月 19 日 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 2015 年最後の活動日。午後は指導員と参加者が一緒に、
KO?BA と設備に感謝を込めて大掃除をしました。
１年間溜まった汚れに苦戦しながらも、KO?BA の中も外も綺麗に新年を迎える準備をしました。
◆12 月 24 日 森のプレゼント
アイシン精機から寄付をいただき、森のプレゼントが製作した間伐材ベンチの寄贈式が、大
府のさわやかの丘と刈谷の博愛ナーシングヴィラで行われました。両施設に 5 脚ずつが寄贈さ
れ、入居者の皆さんに早速おすわりいただきました。これから長く、使っていただけたらと思
います。
◆1 月 6 日 あすての館内はスリッパに履き替える必要がなくなり、キッチンを除く全てが
土足になりました。
◆1 月 10 日 チャリティー10 日市
日曜開催の 10 日市はいつもの手づくり品に加えてフリーマーケットも出店して大盛況！マ
ーケットライブは、オイスカ研修生 11 名によるフィリピンのバンブーダンスや会場の皆さん
と一緒に踊ったチキンダンスで大変盛り上がりました。翡翠太鼓の和太鼓演奏でも会場が活気
にあふれました。売上総額：182,470 円 寄付総額：85,395 円 出店：17 グループ

今年も年末から年始にかけ、ボランティアのご厚意により、特
技を活かした松竹梅の盆栽・門松・クリスマスツリーを飾って
いただきました。その他年間を通して季節の行事にあわせた飾
りつけがボランティアにによって施されています。あすてに来
られた際には是非四季折々の飾りつけもお楽しみください。
（右写真：順に大豊工業ボランティア・火俱野姫・森のプレゼント）

