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あすては 2016 年 12 月に 50 周年を迎えます
設立以来あたたかく応援してくださっている皆様には心より感謝申し上げます。
1966 年に勤労センター憩の家として設立（2004 年にあすてに名称変更）以来守り続けてきたものは
「ボランティア精神」――公共性、自主性、協調性、無償性――その基本理念を大切に、社会情勢や
時代のニーズを反映してこれからの中期活動方針を策定いたしました。
「行動しよう！笑顔のために」を活動目標とし、活動指針として 7 つのテーマ（いかす、つながる、
よりそう、ささえる、まじわる、そだてる、いどむ）を設けました。
また、月曜日～土曜日夜のオンデマンド利用や日曜日に特化したイベント開催など、利用者の利便性を
考慮し、進化したかたちにしていきます。
これからも笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して邁進してまいりますので、引き続きご理解と
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
あいてをおもいやり

すすんでみずから

・難民支援
・チャレンジアジア

・いきいきタイム
・すくすくママ
・その他
翡翠太鼓、綾、染織こ
ろも、グルーポチチカ
カ、アンサンブルひま
わり、ハーモニカカル
テット四つ葉、百花の
会、花水木、卯月の
会 、お ひさ ま 、ま ね き
本舗、短歌きさらぎ

・森のプレゼント
森のプレゼント
トヨタＥＸ会上郷支部

てとてをむすんで

あカンて、マロニエの会、
MAYWINKTAS

国際協力フェスタ

・たのしいにほんご
・にほんご“こんにちは”
・Let’s enjoy world cooking
・いいとこ発見ツアー ・文化交流

・ブラックボックス
からくリンピック

華豊の友、GLOBE、陶夢、日本語、
こんにちは

ものづくりフェスタ
・地球緑化プロジェクト中国植林活動

火俱野姫、ジオラマ、

・竹守り ・ジオラマ
・ポットラックガーデン
・季節の飾付 ・らんち＆カフェ
・ミニバザー ・その他

エーデルワイス、チェロを
楽しむ会、花果菜、ﾅｲｽ
ﾌﾞﾚｯﾄﾞ、若林そばの会、
あすてらんち、連理

・初代カローラを間伐材でつくるプロジェクト
あすては
2013 年より地球緑化プロジェクトを立ち上げ、
内モンゴル自治区の緑を再生するために
しんあい、紅あじさい、
・クルマづくり究める

環境フェスタ

プロジェクト
・パパレンジャー
クルマづくり
パパレンジャー

黒字：事業名
赤字：グループ名
青字：イベント名

「行動しよう！笑顔のために」
（いかす つながる よりそう ささえる まじわる そだてる いどむ）

― 笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して ―
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みて、きいて、かって、たべて、国際協力！

国際協力フェスタ へ GO !

入場
無料

豊田市、または愛知県内で国際協力活動をしている団体が大集合！
皆さんの熱い思いをブース出展やステージで伝えます。
ボランティアによるバザーや地元の農産物、フェアトレード商品やエスニック
グッズのお店が並び、普段食べられないエスニックフードも体験できます。
外国人の皆さんも多数参加予定です。楽しく参加して国際協力しましょう！
＊出展：マロニエの会、あカンて、しんあい、きずなの会、華豊の会、火俱野姫、百花の会、ほづみ会、花水
木、おひさま、ハンモックツリー、ハイチの会、オイスカ、アジア保健研修所、青年海外協力隊愛知
県 OB 会、豊田市外国人市民会議、日赤豊田看護大、愛教大、県立大、名古屋外大など 31 団体
＊みる、きく：世界一周達成！現役高校生の世界見聞録、青年海外協力隊 OB による国際協力最前線報告、
豊田市在住外国人による多文化物語、スペイン文化紹介と情熱フラメンコ、など
＊かう、たべる：フリーマーケット（新鮮野菜、フェアトレードやエスニックグッズを含む）や
ワークショップ、活動紹介やエスニック飲食物販売 など
あすて地球緑化プロジェクト 砂漠化防止のための

熊本地震被災地支援チャリティーコンサート

中国植林活動 8 月 10 日（水）～14 日（日）

6 月 4 日（土）開演：14 時 開場：13 時半

あすては 2013 年より地球緑化プロジェクトを立ち
上げ、内モンゴル自治区の緑を再生するために多くの
ボランティアと協力しながらシリンホト市近郊の砂
漠（あすての森）で植林活動をしています。
■定員：先着 10 名程度
■費用：15 万円程度（2 名 1 室、航空運賃、現地移動費、
宿泊代など）
■申込：締切は 6 月 1 日ですが、興味のある方は、あす
て・楊までお問合せ下さい。
■その他：*詳細は HP またはあすて・楊まで
*別途あすてボランティア登録費（500 円/年）
*事前説明会（必須）：7 月 30 日（土）午前
※現地集合・解散（シリンホト）を希望の方へ

会場：豊田市福祉センター ホール
出演：♪中国珠海女人花服飾表演芸術団：
ファッションショー、舞踊、歌
♪豊田市役所音楽部シャルマンブラス：
ブラスバンド演奏
♪在日華僑団体：歌・舞踊
料金：1000 円(収益は全て寄付します)
主催：公財）あすて 共催：華豊の友
後援：中国駐名古屋総領事館、中部日本華僑人婦女連合会
【いきいきタイム６-７月予定】時間：10:00～11:00
6 月 1 日（水）
：健康体操
6 日（月）
：新聞のちぎり絵
17 日（金）
：簡単な短歌づくり
23 日（木）
：七夕、ハーブティーを楽しむ
7 月 6 日（水）
：健康体操
11 日（月）
：新聞のちぎり絵

65 歳以上の皆
さん！お待ちし
ています！

11 日朝集合、13 日夜解散（国際便＆国内便自己手

22 日（金）
：簡単な短歌づくり

配）の場合は、参加費：2800 元になります

28 日（木）
：折り紙、中国茶を楽しむ

2016 年度 ボランティア活動報告

あすて地球緑化プロジェクト

中国植林活動（4/27～5/1）

第 4 回「砂漠化防止のための中国内モンゴル植林活動」が連休を利用し
て行われました。日本から 20 名、中国からはアイシングループ現地法人
53 名が参加し、計 73 名で植林活動を行いました。今回の活動では黄柳
5 万本、楊柴 4 万 5 千本をはじめ全部で 101,200 本を植林。また、現地蒙
古族小学生を対象に環境教育を行った後、一緒に植林活動も行いました。
①

①現地管理人の王さんから説明

②

②現地小学生に環境教育を行う

③砂漠での植林活動

③
④

④一緒に植林した現地小学生と集合写真

◆中国植林活動（上記に関連記事）が評価され、中国大使館より表彰されました.。(4/5、写真→)
◆いきいきタイム：高齢者の生き生きライフを応援する新事業。各ボランティアグループと高齢者が
健康体操や短歌、新聞ちぎり絵、折り紙などを一緒に行いました。（4/6,11,22,28,5/9,20,26）
◆すくすくママ：未就園児を持つお母さんの育ち合いを支援する新事業。「てんとうむし」（第 3，4 金）と
「にじいろぽっと」（毎週水曜日）の２グループが新しくあすての仲間に加わり、活動を開始しました。
◆いいとこ発見ツアー：外国人を対象に豊田市の名所や名産を訪れて知ろう！というツアーです。
4 月は鞍ヶ池公園とトヨタ鞍ヶ池記念館(4/3)。5 月は豊栄町の茶園で茶摘みと手もみ体験（5/21）
◆Let’s enjoy world cooking：ベルギー人のダフネさんからベルギーの家庭料理をご指導いただき、
あすてらんちで提供。メニューは鶏肉のクリームシチューとチョコレートムース(4/15、写真→)
◆にほんご：金曜日クラス第 18 期開始(5/13)。日本語能力検定試験対策も含む教室「こんにちは」スタート（4/9 毎週土）
◆クルマづくり究めるプロジェクト：受講生と父兄に向けて説明会（4/9）とボランティア指導員へ説明会を行い
（4/16）、新年度スタートに向けて準備が整いました。挑戦コースが鈴鹿エコランカーに出場(5/28→)
◆企業研修受入：神和会新入社員研修（4/4-5）、アイシン高丘大卒新入社員研修（4/27）
新明工業マネージャー研修（5/19-21）
◆熊本地震義援金箱設置＆送金：4 月 14 日発生後今なお余震が収まらない熊本・大分を支援しようと義援金箱を
設置し、4 月末で 20,247 円を「Save the Children Japan」へ送金しました。引き続きご協力をお願いします。
◆2015 年度 《収集ボランティア報告》

《寄付金報告》

オイスカ中部研修センターへ

ベルマーク 9,417.7 点

＊ミニバザー：449,961 円

日本ユニセフ協会へ

外国コイン 412 個、紙幣 32 枚

＊あすてらんち・カフェあすて：110,000 円

ユネスコ世界寺子屋活動へ

書き損じハガキ等 405 枚

＊チャリティー10 日市：

日本キリスト教海外医療協力会へ

使用済み切手 段ボール箱 １箱

売上総額 1,695,322 円 収益寄付総額 638,024 円

NPO「世界の子どもにワクチンを」 ヘ

ペットボトルキャップ 62,660 個

寄付先：中国植林（512,355 円）、東日本大震災復興

大阪釜ヶ崎 「こどもの里」ヘ

タオル 101、ノート 40､鉛筆 22、消し

支援、UNHCR、タイ山岳少数民族教育支援、ミャン

ゴム 37、他文具多数（全未使用）

マー教育支援、カンボジア教育支援 他
※10 日市は 2015 年度で終了しました。皆様のご協力を感謝します

「行動しよう！笑顔のために」
（いかす つながる よりそう ささえる まじわる そだてる いどむ）

― 笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して ―
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設立 50 周年記念事業

ものづくりに触れて、楽しさを知ろう！

内容：ものづくり体験
間伐材で作るカローラ体験
手作り品販売（クラフト市）
飲食ブース などなど

日時：2016 年 9 月 25 日（日）１０：００～１４：００
場所：あすて
※エコポイント付与、エコカードをお持ちください

クラフト市

出店募集中 

＊出店申込締切：2016 年 8 月 10 日（水）１７：００必着！
＊内容：手作り品の販売・展示・発表など
＊場所・問合せ：公益財団法人 あすて
＊その他：申込用紙はホームページからダウンロードまたは窓口に
て配布中。詳細はあすてホームページでご確認下さい。

作品
募集!

設立 50 周年記念事業

からくりエイト大賞
本大賞では従来の「からくり」に縛られない斬新

賞

★グランプリ（１点）３０万円
★ジュニアグランプリ（中学生以下）
図書券 ５万円

＊応募期間：2016 年 11 月 1 日～2017 年 2 月 1 日必着！

な発想の作品を求めます。作品は一堂に展示し、か

＊審査項目：
「独創性」
「チャレンジ度」
「完成度」
「将来性」

らくり作品の魅力を体感してもらうイベントを行い

＊作品展：
「からくリンピック」 2017 年 3 月 26 日（日）

ます。詳細は、あすてホームページでご確認下さい。

第一次審査（書類）通過作品は全て展示します

いきいきタイム 8-9 月予定・10 時～午前中
対象：65 歳以上の方 参加費：100 円/回
8 月 3 日（水）
：健康体操

運行時間：１０：００～１２：００

11 時～

夏休みにぜひお越しください！

8 日（月）
：新聞のちぎり絵（ひまわり）
9 月 ７日（水）
：健康体操

11 時～

12 日（月）
：新聞のちぎり絵（すすき）
16 日（金）
：簡単な短歌づくり
22 日（木）
：和食テーブルマナー＆煎茶
（＋100 円・先着 10 名）

8月

2 日（火）、6 日（土）、
9 日（火）、23 日（火）、27 日（土）
9 月 3 日（土）、10 日（火）、
13 日（火）、17 日（土）、
20 日（火）、24 日（土）
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熊本地震被災地支援チャリティーコンサート 6 月 4 日（土）豊田市福祉センター
④

熊本地震（4/14）の被災地を支援しようと、あすてグループ
「華豊の友」の呼びかけでチャリティーコンサートが開かれま
した。華僑、中国人、日本人のプロ・アマ 60 名強が、協力して
③

様々な音楽や芸能を披露し、被災地の
一日も早い復興を祈る集いとなりました。
来場者：480 名、寄付金：303,000 円

③
②

①
①市役所音楽部・シャルマンブラス②中国珠海女人花服飾表演芸術団ファッションショー③在日華僑団④フィナーレで被災地の復興を祈る

国際協力フェスタ

「みて、きいて、かって、たべて、国際協力しよう！」 ７月 10 日（日）あすて

愛知県内で活動している国際協力団体、大学サークル、あすてボランティアグループ
など 31 団体が集結し、その熱い想いをブースやステージで来場者にアピールしました。

⑤

来場者：600 名、寄付総額：334,828 円（砂漠化防止中国植林、難民支援、教育支援等へ）
②

③ ④

①

⑥
①Globe「フラメンコ」②マロニエ「難民支援フリマ」③ハイチの会④日赤看護大「防災ワークショップ」⑤吉野氏「高校生単独世界一周」⑥自立のための道具の会

②
①６/３（金）豊田高等特別支援学校清掃奉仕：生徒 27 名があすて屋外をきれいに清掃して
下さった後、あすてグループ翡翠太鼓と太鼓の体験などを通して交流しました。
②６/４(土)クルマづくり究めるプロジェクト：
「はじめの式」入門、研究、挑戦コースの参加者
110 名と指導員が一堂に会し、1 年間の活動に向けて士気を高めました。
③６/５（日）子育て戦隊パパレンジャー：お父さんの子育て連続講座第 1 弾「PaPa パワー」。
タオルを使ったり、リズムや歌にあわせた遊びなど、お父さんが家庭で子どもと関わ
れる遊びを男性保育師のリードで楽しみました。参加：49 組親子
④いきいきタイム：６/23（木）七夕飾り作りと天然ハーブティー。７/11（月）新聞紙を
使ってちぎり絵を製作したり、昔ながらの糸車を使った糸紡ぎを体験しました。
⑤企業研修受入：新明工業㈱新人研修６/10（金・28 名）
、29（水・25 名）
。地域の子ど ④
も園での奉仕活動や竹林の間伐、市社会福祉協議会による車いすや高齢者疑似体験な
どを通してボランティア研修を行いました。
⑥
⑥７/12（火）豊安工業㈱清掃奉仕：様々な道具
を持ち込んであすてのトイレを徹底的に磨いて
いただきました。ありがとうございました。
⑤

③

「行動しよう！笑顔のために」
（いかす つながる よりそう ささえる まじわる そだてる いどむ）

― 笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して ―
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10/
29,30

あすてグループのみなさんへ

― 生まれてきた意味、命、家族、生きることを考える ―

設立 50 周年を祝うために、ただ今グループから
の自主企画を大募集中！自分たちのタレントを活

日時：①10 月 29 日 16:00～（定員 50 名）

かして！ネットワークをつないで！この機会にユ

②10 月 30 日 9:30～（30 名、子ども入場可）

ニークな企画で 50 周年を盛り上げましょう！

③10 月 30 日 14:00～（30 名、子ども入場可）

積極的なご応募お待ちしております！
◆日時：12 月 11 日（日）14:00～16:00

参加費：小学生以上 800 円

未就学児：無料

申込み： 窓口（現金払）または、下記メールで（参

◆場所：あすて全館 ◆対象：一般

加者名、連絡先、同伴の子の年齢を記入。参

◆締切り：10 月 15 日（土）

加費は振込で、手数料は申込者負担）

◆応募方法：所定の応募用紙に記入の上

akantecambodia@gmail.com

あすて事務局へ

主催・会場：あすて

エコファミリーフェスタ
家族そろって、エコな一日を考え、楽しもう！

共催：あカンて（あすてグループ）

ありのママ

フェスタ！

先輩ママや地域の人たちと、新しくお母さんになった

日

時：11 月 13 日（日）10:00～14:00

人たちの出会いの場です。ヨガやベンガラ染めのブース

会

場：アイシン高丘㈱ゴルフ場

出店、野外調理、コンサートなど。ジオラマで運転体験

内

容：ウォークラリー参加の場合は、中国植林活動へ

や昔懐かしポン菓子機も登場します！

一人 100 円以上の募金お願いします。（定員

日時：11 月 21 日(月)10:00～14:00

300 名、受付 13：00 終了）

内容詳細：「てんとうむし」ブログ参照

フリーマーケット、自分流エコバックやキャン

http://sorashido.boo-log.com/e379578.html

ドル作り、木工や竹細工体験、フードコーナー、 申込み：不要 参加費：未定
エコポイント付与（要エコカード持参）等。
主催・会場：公益財団法人 あすて

詳

細：あすて HP 及び facebook を参照

企画・運営：てんとうむし(森のようちえん)、にじいろぽっと

豊田市の
10，11 月

いきいきタイム・10 時～午前中

対象：60 歳以上

参加費：100 円/回

10 月 5 日（水）
：健康体操

11 時～

10 日（月）
：新聞ちぎり絵（秋の果物）他
21 日（金）
：簡単な短歌づくり
27 日（木）
：スカーフでおしゃれしよう(10 名)
11 月 2 日（水）
：健康体操

11 時～

7 日（月）
：新聞ちぎり絵（コスモス）他
18 日（金）
：簡単な短歌づくり
24 日（木）
：和食テーブルマナー＆煎茶（10 名）
29 日（火）
：和風歌声喫茶(抹茶 200 円／20 名)

対象：外国人 定員：15 名

昼食各自準備

申込み・問合せ：電話かメールであすてまで
＊10 月 9 日（日）10:30～17:20
猿投祭りと伝統芸能「棒の手」の見学
費用：バス代往復 600 円（豊田市駅棒の手会館）
＊11 月 24 日（木）10:30～17:30
小原和紙アートと四季桜を楽しむ
費用：バス代往復 1200 円（豊田市駅和紙のふるさと）
和紙アート体験費 1200 円

2016 年度 ボランティア活動報告

9 月 25 日（日）秋晴れの中で「ものづくりフェスタ」が開催されました。目玉は、あすて
と同じく 50 周年を迎える初代カローラを間伐材で作った原寸大のレプリカ。あすて設立 50
周年を記念して各方面の協力を得ながら製作しているものです。玄関前に展示された間伐材レプリカの仕上げ「磨
き作業」に参加しようと多くの人が来場しました。この他体験コーナーでは、
「クルマづくり究めるプロジェクト」
の子ども達がレストア(復元)したパプリカや夢の車などの試乗、グラスサンドアート、ダンボール織り機、アル
ミ缶アート、ジオラマ運行なども人気を呼んでいました。また、県外からの作家を含めて 30 店以上集まったクラ
フト市、フードコーナーなど、全 43 ブースが出展し、800 人が訪れました。

▲間伐材カローラを磨こう！

▲30 以上出店のクラフト市

▲レストアしたパプリカに試乗

▲アルミ缶アートに挑戦

▲板金体験

砂漠に植林をするための前段階として「砂地の固定
2016 年 8 月 10～14 日 日中 34 名参加

化」があり、開始から 4 年間の毎年春に桝目状に何万本
と植えてきた黄柳がやっと根付いてきました。そこで、
今年夏、桝目の中央に障子松を植える作
業を行うため、日本人 8 名と中国人 26 名
の 34 名が内モンゴルへ出かけました。
夏休みを利用して親子や三世代の参加も
多数あり、5 日間のボランティアの旅は、
この夏一番の思い出となりました。

①8/7（日）子育て戦隊パパレンジ ①

⑥9/16（金）World Cooking：

ャー第 2 弾：父子で思いっきり泥

【ブラジル編】チキンストロガノ

んこ遊びをした後は流しそうめん

フとサラダ。陶芸グループブラジ

②9/2(金)企業研修：アイシン学園

ル人 4 名が調理。予告：10/21

外国人研修生日本文化体験や交通

パキスタン、11/12 ポーランド

安全、防災を学習。34 名

③

国の女性自立支援を考えました。
④

⑧

⑧9/20（月）翡翠太鼓：老人ホーム
「いやしの里ハナモト」敬老会にて

神和会がご協力下さいました。

和太鼓演奏とソーラン踊り披露。

⑤9/14（水）アンサンブルひまわり

⑨いきいきタイム：9/22(木)しんあ

（弦楽演奏）
：文化活動者派遣
事業「アーティストが学校へや

⑦9/17(土)輪になって語り合おう：
女性達の挑戦」DVD を上映し、途上

高齢者通所事業「花園ちゃちゃ」
④収集ボランティア：神星グループ

⑦

染織ころもが「ラオス、伝統織物―

③9/9(金)おひさま：花園町自治区
にてオカリナの演奏と体験会

⑥

⑤

⑨

いにより十三夜のお月見のテーブル
マナーと煎茶を楽しみました。

ってくる」で豊田市立幸海小学

9/25(日)グルーポチチカカ：老人ホーム東海橋苑(名

校を訪問。

古屋市)にてフォルクローレ演奏他。

「行動しよう！笑顔のために」
（いかす つながる よりそう ささえる まじわる そだてる いどむ）

― 笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して ―
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Welcome!
入場無料！

内

容：コンサート、フリーマーケット、アフタヌーンティー、
ワークショップ、チャイナドレスの試着、フードコーナー、
間伐材カローラの展示、その他

間伐材カローラ

13:30～：2000 年に当時の想いを詰め込んだ
タイムカプセルを掘り出します。参加自由！

展示！

豊田市の

「ものづくり」テーマ

からくリンピック
対象：外国人 定員：15 名
申込み・問合せ：電話かメールであすてまで
＊12 月 16 日（金）11:00～13:00

ところ：あすて

―

からくり作品の魅力を体感 ―

「からくり」的発想で独創的かつ挑戦的な手作り作品
コンテスト「からくりエイト大賞」の入賞作品をはじ

お餅つきと五平餅を楽しもう！

め、応募のあった作品を一堂に展示します。

材料費：200 円 （12 月 14 日からキャンセル料必要）

と

き：2017 年 3 月 26 日（日）

内

容：「からくりエイト大賞」入賞作品などの展示

＊1 月 28 日（土）
豊田市民芸館で日本文化体験しよう(予定)
費用、時間などは HP,facebook で確認して下さい

1２、１月

いきいきタイム
対象：60 歳以上

12 月 7 日（水）
：健康体操

1月

10 時～午前中

参加費実費

他 11 時～

ところ：あすて

＆表彰、ものづくりワークショップ他
※詳細はあすてホームページ、facebook に掲載予定

社会人のための地域参加促進セミナー
社会人が地域課題へ目を向け、地域への参加を促進
することを目的に開催します。
と

き：2017 年 1 月 29 日（日）13:00～16:30

12 日（月）
：新聞ちぎり絵（シクラメン）他

ところ：豊田市福祉センター ４１会議室

16 日（金）
：写経、折り紙、短歌作り他

参加費：無

22 日（木）
：正月のポチ袋作り・台湾茶他(10 名)

内

9 日（月）
：新聞ちぎり絵（正月）他
20 日（金）
：写経、折り紙、短歌作り他
26 日（木）
：羊毛フェルトの針山作り
とロシアンティー他（10 名）

料

定 員：先着 150 名

容：〇基調講演
講師：牧野篤氏（東京大学大学院教育学研究科
教授、豊田市第 8 次総合計画審議会委員）
〇ブース出展者活動紹介
〇ブース出展者・参加者交流

2016 年度 ボランティア活動報告

間伐材で製作された原寸大カローラがトヨタカローラ 50 周年記念イベント
（10/22/土）において初代カローラと並んでメガウェブで展示されました。これは、
あすて設立 50 周年記念プロジェクトとして、ボランティアが市内の山林から檜を間
伐し、製材、乾燥させたものを企業の温かい協力により加工、組み付けし、内装まで
も可能な限り忠実に再現しました。完成までに足掛け 3 年を要し、最後の研磨工程で
は多くの地域の方々が参加しました。
地球砂漠化防止
中国植林活動

～アイシングループ課長会と共同開催

11 月 13 日（日）アイシン高丘㈱ゴルフ場にて「エコファミリーフェスタ」を開催しました。このイベントは
あすて砂漠化防止中国植林活動のためにアイシングループ課長会と企画してきたもので、今回で 3 回目の開催。
ウォークラリー、キャンドル作り等のワークショップ、フリーマーケットなどを楽しみました。参加：479 名

▲風船アーチがお出迎え ▲工場浄化装置のデモンストレーション ▲マレットゴルフ

▲オリジナルエコバック作り ▲フリーマーケット

①若林そばの会：10/1（土）TIA 国

⑧慰問演奏：11/12(土)ハーモニカカルテット四つ葉：

際の日：外国人対象にそば打ち体験、

デイサービス「なないろ」
（藤岡町）11/20（日）翡翠

8 日（土）さわやかの丘祭（大府市

太鼓：老人ホーム「いやしの里ハナモト」
（花本町）

老人ホーム）で手打ちそばブース担当 ①
②
②)いいとこ発見ツアー（外国人対

⑨11/21(月)「ありのママフェス

象）
：10/9(日)猿投祭他・参加 21 名、

ぽっとママ達の自主企画フェスタ。

11/24(木)小原四季桜・参加 12 名

ママも子どもも地域の人も楽しめ ▲ベンガラ染（泥染）
て、交流できる場となりました。

タ！」：てんとうむし＆にじいろ

③World Cooking：10/21（金）
【パ

クラフト市、野外調理、ポン菓子、

キスタン編】チキンビリアニ 11/12

廃材工作、ジオラマ、紙飛行機飛

（金）
【ポーランド 編】
（写真→）
：
カルクフカ（豚の首肉）等

ばし、ベンガラ染、親子ヨガ、助
③

産師講座等の出展の他、親子コン ▲棒パンを焼こう！
サートはバイオリン、ドラム、ハープ、マリンバ、チ

④いきいきタイム:10/21（金）折り
紙、大人の塗り絵、写経（写真→）
、

④

ューバ等による演奏で大盛り上がり！参加：700 名

簡単な短歌など自由選択で指先と頭
の活性化を目指します！11/24(木)ク
リスマスリース作り＆紅茶 参加 9 名

⑤

⑤10/29（土）トヨタ自動車の外国
人対象日本文化体験会：茶道、和太
⑩企業研修受入れ：11/22.23(火・水)GS エレテック
⑤
⑥10/29（土）30（日）あカンて：映画上映会「うまれる」。 10 名、11/24-26（木・金・土）新明工業 16 名
⑪11/27(日)パパレンジャー：遅れてきたハロウィンパ
命や家族や出産をテーマにしたドキュメント映画

鼓、竹馬、風車作りの各コーナー

⑦11/4（金）豊田高等特別支援学校受入：秋の清掃活動

ーティ男性保育師と父親と子ども達が仮装パーティ！

「行動しよう！笑顔のために」
（いかす つながる よりそう ささえる まじわる そだてる いどむ）

― 笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して ―
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見て、知って、体験しよう！

in

あすて

日常的な「からくり」を再認識し、ものづくりの発展につなげる

― ３月２６日（日）１０：３０～１４：３０ ―
内 容 ＊講演 & 実演：末松良一氏
（工学博士、愛知工業大学客員教授）
＊からくりエイト大賞授与式
＊からくり作品展示
＊さくらプリウス(PHV)で野外炊飯体験
＊エコマイレッジカー2016 展示・試乗
＊豊田佐吉翁生誕 150 周年記念展示
＊フリーマーケット、エコポイント付与等

募 集

入場無料

フリーマーケットなど出店グループ募集！

「からくリンピック」を盛り上げるために下記
の内容で参加できるあすてグループを募集中で
す。詳細は事務局まで問合せ下さい。
①物販（千円の募金協力、食品販売は要検便）
②ワークショップ（材料費は参加者負担で）
③展示
※締切り：2 月 28 日（火）

Let’s enjoy Japanese culture in ASTE !

いきいきタイム ２，３月 10 時～午前中
日

時：３月１２日（日）10:00～12:00

対

象：外国人

内

容：着物の着付け（女性のみ）
、和太鼓、

定 員：50 人程度

竹細工、折り紙、琴、書道
参加費：無料 （一部有料あり）
申込み：２月２０日（月）9:00～
電話かメールであすてまで
問合せ：あすて

2017 年度

４/１
土
新年度のスタートにあたり、2017 年度事業などにつ
いて登録者の皆様と共有する機会とさせていただきま
す。ぜひご参加下さい。会終了後に登録の更新と新規
受付も行います。
日時：4 月１日（土）１０：００～１１：００
内容：2017 年度事業説明、あすて利用について
個人登録の受付
対象：登録予定者全員

対象：高齢者 参加費実費
2 月 1 日（水）
：健康体操 他 11 時～
13 日（月）
：新聞ちぎり絵、ダンボール織機
17 日（金）
：写経、折り紙、短歌作り他
23 日（木）
：お雛様折り紙と中国茶
3 月 1 日（水）
：健康体操 他 11 時～
13 日（月）
：新聞ちぎり絵、ダンボール織機
17 日（金）
：写経、折り紙、短歌作り他
28 日（火）
：果肉植物の寄植えと
シャリマティー（紅茶）

中国内モンゴル自治区
植林に参加しませんか？
日程：7 月 13～17 日
中国内モンゴル地方では、開墾や放牧により急速に砂漠化し、
黄砂は中国本土、近隣諸国へ被害をもたらしています。

内容：中国内モンゴル自治区シリンホト市近郊「あすての
森」での植林活動と交流
定員：先着 10 名程度（20 歳以上、中学生は保護者同伴で
参加可）
費用：12 万円（国際線自己調達の場合 3,200 元）
申込：申込用紙を HP からダウンロードか事務局で入手し、
郵送または E-mail にて提出（締切り 4/28）
その他：あすてのボランティアと一緒に活動します。
事前説明会 5/27、詳細は HP 参照

2016 年度 ボランティア活動報告

2016.12.11（日）

祝

＊記念式典
参加：128 名
＊スマイルフェスタ
参加：378 名

設立 50 周年

記念式典
10:00～

50 周年記念
プロジェクト

木製カローラ

▲除幕式
右上段：木製カローラ製作関係者
右下段：当日本物の初代カローラ（赤）が出現！
木製カローラの精巧さがよく分かりました
▲豊田市太田市長、アイシン精機㈱伊原社長
はじめ多くの方にご出席頂きました。
▼ボランティアによる中国舞踊とチェロ演奏

※記念プロジェクト：
あすてと同じ 50 周年を迎える
初代カローラを間伐材で製作

スマイルフェスタ
１４：００～

▲お母さんと子ども達企画
の肩たたきコーナー

▲2000 年に埋めたタイムカプセルを掘り出し open!
カプセルに思い出を詰めた人々が集まりました

▲本格的なアフタヌーンティー

▲ダンボールはた織機

▲ステージではフォルクローレやジャズバンド等の演奏

▲ミャンマー教育支援バザー

▲カンボジア教育支援 ▲難民支援フリマ
のためのドリンク販売

▲日本語教室外国人受講生 ▲懐かしの写真
からのお祝いメッセージ
アルバム

①いいとこ発見ツアー（外国人対象）：12/16(金)あすて

⑥アンサンブルひまわり：12/7（水）名古屋市緑区のり

にて「餅つき＆五平餅体験」を「たのしい日本語」教室

くら保育園の「なかよし広場」にてミニコンサート

と合同で開催。参加者 19 名。1/21（土）豊田市民芸館で絞

12/15(木)竜神交流館「寿大学」閉講式にて弦楽演奏

り染めや茶席を体験。参加者 16 名。

⑦おひさま：12/21(水)生駒町、12/23(金)駒新町で「ふ

②パパレンジャー講座第 4 弾「パパポッポ」
：12/23（金）

れあいサロン」クリスマス会にてオカリナ演奏

父子でダンボール電車を製作しすごろく風の線路で遊ぶ
③ハーモニカカルテット四つ葉：12/3（土）デイサービス「ハ
ナモト」慰問演奏
④綾：12/11（日）:駒場自治区「おまんと」にて和太鼓演奏
⑤翡翠太鼓：12/13（火）:老人ホーム「豊水園」和太鼓演奏

①▲餅つき体験

▲絞り染め体験 ②▲ダンボール電車で Go!

