「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）
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感動と笑顔の日々を
公益財団法人あすては今年度 51 年目を歩み始めました。あすてがこれまで長きに亘って続けて来られました
のは、お支え下さる賛助企業はもとより、ここで汗を流し続けてくださっているボランティアの存在があるから
こそと思っております。あすてが設立されて以来守り続けてきたものは「ボランティア精神」。現在もこれを基
本理念として、時代のニーズを反映しながら、ボランティアのみなさんと力を合わせて、笑顔あふれる明るく住
みよい社会を目指して日々活動しています。
誰もが持っている「社会のために役に立ちたい」と思う気持ちを大切にし、できるときに、できることで、そ
れぞれの身の丈で、お互いを尊重し、楽しく活動することがあすてのボランティアです。
今年度も「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 つのテーマを設け、新たな事業も
含めて展開いたします。引き続きボランティアの皆様から様々なアイディアをいただきながら、改善し進化させ
ていきたいと思っています。よろしくお願い申し上げます。

世界を笑顔に

地域を笑顔に

未来を笑顔に

いかす

つながる

よりそう

まじわる

ささえる

そだてる

いどむ

長年にわたり培
ってきた技を生
かし地域に貢献
します

他者とつながる
ことであたたか
さの輪を地域に
広げます

お互いによりそ
い、元気ややさ
しさを地域に届
けます

世界中の人々がお互
いを理解し、違いを認
め合い、尊敬しあえる
友好関係を築きます

世界中の困難に立ち
向かっている人々に
目を向け、できること
でささえます

未来に貢献
できる人を
育てます

未来に貢献できる新し
い何か（もの・こと）を生
み出します

・木工
・竹炭
・おもちゃ病院
・間伐
・環境保全活動

・中国植林活動
・ﾁｬﾘﾃｨｰ活動

・いきいきタイム

・日本語教室
・いいとこ発見ツアー
・日本文化体験
・HATAKE PROJECT
・文化交流
・桜花プロジェクト

・チャレンジアジア

ものづくりフェスタ

ｴｺﾌｧﾐﾘｰﾌｪｽﾀ

日本文化体験デー

国際協力フェスタ

スマイルフェスタ

ママフェスタ

からくりンピック

しんあい
いきいきタイム
卯月の会
短歌きさらぎ
百花の会
翡翠太鼓
綾
チチカカ
ﾊｰﾓﾆｶｶﾙﾃｯﾄ
おひさま
マロニエの会

たのしいにほんご
こんにちは
華豊の友
陶夢
GLOBE
花果菜
あすてらんち
日本文化

森のプレゼント
火倶野姫
おもちゃ病院
トヨタ SX 会
染織ころも

（募金など）

・ 演奏による文化
活動（学校など）

・あすてらんち
・ﾎﾟｯﾄﾗｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ

華豊の友
ジオラマ
ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙひまわり
ﾁｪﾛを楽しむ会
エーデルワイス
きずなの会
花水木
まねき本舗
若林そばの会
蕎楽会
あすてらんち

・すくすくママ
・地域支援活動
（慰問演奏など）

・難民支援

（あすては起業に結びつく
よう応援します）

・クルマづくり究

・ブラックボックス

めるプロジェクト

パパレンジャー

？

あカンて
マロニエの会

クルマづくり

MAYWINKTAS

パパレンジャー

Child needs home

？

201６年度 ボランティア活動報告

2016 年度

斬新かつ自由
からくり作品
コンテスト
グランプリ： 山上哲氏（山梨県）「歯車機巧樹～樹上の営み（啄木鳥・蜂鳥・小鳥）」
準グランプリ（２作品）：村井中氏(埼玉県)「小人さんの紐つくり・織紐」 ＆ 斎藤雅史氏(北海道)「えーい！」
「歯車機巧樹」（山上）：作品を一つ
の樹に見立て、樹上の 3 種の鳥を一
つのハンドルで一羽ずつ動かすこと
ができる。ハンドルは右回転は動力、
左回転は動かす鳥の切替。木の洞に
ギヤ切替機構を仕込んであり、欠歯
歯車を使うことで静止時間を作り、
啄木鳥と芋虫の駆け引き、蜂鳥のホ
バリングを実現。小鳥はカムで制御
し、鳴声はバードコールの原理で歯
車と結合させて音を出す。
↑授与式で豊田理事長
から賞を授かる山上氏(左)

左：「小人さんの紐つくり・織紐」（村井）
ハンドルを回すと 7 人の小人が糸を
織って紐を作り、それをローラが前
に送り出す。右：
「えーい！」
（斎藤）
：
海中の「エイ」の柔らかい・ゆった
りした動きを「からくり」で再現。
ヒレの縦方向としっぽの水平方向の
動きが連動している！
ピッタリはまるのが不思議！
↓

「変形遊星歯車
越前クラゲ」
石黒一広

めがね～呑気な老靴屋」山田弥延

ほのぼの賞

ハンドルを回すとパンチ楽譜
↓
の読取りと空気送りを同時に行
い、いろいろな曲を演奏！

↑作品の裏まで物語あり！「めがね、

犬の毛は高齢者が一本ずつ作った
↓
新聞紙のこより！

ユーモア賞

努力賞

「動くプーリー犬」
久里浜医療センターデイケア

↑なんと紙製からくり！「よろこびの街」石井希

「手 回 しパイプオルガン」
増田秀己

特別賞

ビックリ賞

アイデア賞

からくり対談：
「未来につながるからくりの魅力」 ←（からくり人形師・左）
九代目玉屋庄兵衛氏

×

末松良一氏（工学博士・右）
↓熱心に質問する参加者

「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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たのしくものづくりの魅力に触れてみよう！

家族で 見て 聴いて 買って 食べて 創って 遊ぶ !

2017 年

月

日（日）10:00～14:00

 クラフトマーケット出店者募集！ 
手作り品、ワークショップ、演奏、実演、飲食など
※応募締切り：7／15(土) 詳細は、あすてＨＰをご覧下さい

作品
募集！

‘手’と‛頭脳' でつかみとれ!!

賞

★グランプリ（１点）
★準グランプリ(2 点）
★特別賞 （数点）

30 万円
15 万円
3 万円

昨年に引続き「からくり」をテーマにしたイベント・「からくリ

＊応募期間：2017 年 12 月 1 日(金)～2018 年 2 月 1 日（木）

ンピック」を来年 3 月 25 日（日）に開催し、「大賞」1 次審査

＊審査項目：独創性、チャレンジ性、完成度、将来性

通過作品を展示予定。斬新＆個性的な作品のご応募を！

＊応募資格：高校生以上 ※詳細は、ＨＰを参照下さい

華

日中国交正常化 45 周年記念

２０１７
開場

（土）

18:40

開演：

19:00

豊田市民文化会館 小ホール
豊田市小坂町 12-100 33-7111

出演：チャン・ビン（二胡奏者）
江蘇芸術家代表団
演奏予定曲：
「十面埋伏」
「姑蘇行」
「賽馬」
「二泉映月」
「川の流れのように」他

入場料 3,000

円

全席自由

＊未就学児の入場はご遠慮下さい
主催：公益財団法人あすて
NPO 法人チャン・ビン二胡演奏団

共催：華豊の友
※詳細は、あすて HP を参照下さい

主催：あすて
共催：MAYWINKTAS

（茶菓付）

201７年度

ボランティア活動報告

あすてのボランティアはじめ、県内で国際協力などの活動をしている 26 団体があすてに集結してフェスタを開
催。展示、フェアトレード製品販売、チャリティーフリマ、民族衣装試着、エスニック料理の他、ステージでは
国際ボランティア経験者の話を聞いたり、外国人の母国紹介など世界に思いをはせる一日となりました。

↑インド自国紹介

↑ラグビーWC の PR

↑青年海外協力隊 OB ブース

↑バングラディッシュ自国紹介

↑会場の様子

ママと家族にあすてで楽しんでもらおうとボランティアグループの協力により「ママフェスタ」を開催。フリ
マやバルーンアート、各種体験、演奏会、占い、外国人による南米ダンスや中国語講座などで賑わいました。

↑手形アートで思い出残そう ↑親子で聴く弦楽演奏会

↑ベンガラ泥染

おもちゃ病院 好調なスタート：壊れたおもちゃを治そう
と「おもちゃ病院」ボランティア
があすてで活動スタート！5、6 月
イベント時に集まったおもちゃは
25 点。次回開院は 8 月 6 日（日）
午前のパパレンジャー講座時です。
★はじめの会（4/1 土）：あすて理念の再確認と新年度事
業方針を共有。ボランティア 120 名参加
★たのしいにほんご 22 期開始（5/12 金）：外国人 40 名
（インド、中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレーシ
ア、ブラジル、スペイン、アルゼンチン等 12 ｹ国）が参加

★クルマづくり究めるプロジェクト開始（6/3 土）：受講生
131 名、指導員 270 名で今年度がスタートしました。
★子育て戦隊パパレンジャー連続 5 回講座開始（6/4
日）：初回「PaPa パワー 男を磨け！」親子 55 組参加
★神和会研修（4/4,5 火水）：神星工業グループの新入社
員合同研修が行われました。57 名
★新明工業研修：（5/25,26,27 木金土）マネージャー格 14
名、(6/16 金)新入社員 34 名、近隣こども園で清掃奉仕等
★豊田高等特別支援学校春期清掃奉仕（6/2 金）：あす
て屋内の窓ふきと屋外・トイレなどの清掃。生徒 27 名
★World Cuisin - 韓国編（6/24 土）：
メニューはチヂミ、豆腐チヂミ、キンパ（の
り巻）、コチュジャンチゲ(スープ)、ゆず茶

↑南米のズンダダンスを踊ろう！

↑会場の様子

Hatake(畑)プロジェクト鍬入式：外国人とあすてボランテ
ィアが敷地内の畑で野菜作りを
楽しもう！という Hatake プロ
ジェクトが国際協力フェスタに合
わせてスタートし、豊田理事長と
メンバーが鍬入式を行いました。
 2016 年度寄付関係報告 
＊あすてらんち＆カフェ：145,764 円（あすての森募金）
＊ミニバザー：525,000 円（あすての森募金）
＊熊本震災義援金箱：23,543 円（Save

the children Japan）

＊収集ボランティア
内 容

収集結果

ベルマーク

7691.8 点

未使用文具

ﾉｰﾄ 32 冊、鉛筆 79 本、
ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ 217 本など

未使用はがき

294 枚

使用済切手

未使用タオル

約 8kg
紙幣 34、ｺｲﾝ 1068
ﾃﾚｶ 17 枚
132 枚

PB キャップ

185.46kg

外国コイン等

寄付先

梅ヶ丘学園
日本キリスト教
海外医療協力会
日本ユニセフ協会

こどもの里
愛キャップ委員会

※皆様の多大なご協力に心より感謝いたします。

「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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緑の中のお祭りへ遊びに行こう！

2017 年

月

日（日）10:00～14:00

入場
無料

(豊田市高丘新町天王１・小雨決行)
◆ウォークラリー：当日受付(13 時受付終了)、1 時間程度所要、先着 300 名、小学生以上 100 円以上の募金、
運動できる服装、クリア賞：野菜詰め放題
◆環境ワークショップ：工場排水浄化のデモ、キャンドル作り、エコバックづくり、竹細工づくり
◆青空マーケット：手作り品、リサイクルマーケット、野菜、フードコーナーなど
※詳細はあすて HP をご覧ください

あすて設立 51 周年

出店者、出演者
募集中！

あすてまで
日時：12 月 10 日（日）10:30～14:00
場所：あすて
内容：マーケット、演奏、アフタヌーンティ、ワークショップ、
キッズコーナー、フードコーナーなど
※詳細内容は追って HP に掲載しますので、ご確認下さい

作品
募集！

‘手’と‛頭脳' でつかみとれ!!

賞

★グランプリ（１点） 30 万円
★準グランプリ(2 点） 15 万円
★特別賞 （数点）
3 万円

昨年に引続き「からくり」をテーマにしたイベント・「からくリ

＊応募期間：2017 年 12 月 1 日(金)～2018 年 2 月 1 日（木）

ンピック」を来年 3 月 25 日（日）に開催し、「大賞」1 次審査

＊審査項目：独創性、チャレンジ性、完成度、将来性

通過作品を展示予定。斬新＆個性的な作品のご応募を！

＊応募資格：高校生以上 ※詳細は、ＨＰを参照下さい

セカンドライフに花を
添えましょう✿

時 間：10 時～11 時 対象：65 歳以上
参加費：100 円(別途実費必要な場合あり)

◆第 1 水：11:00～12:00：健康体操、歌おう！
◆第 2 月：新聞ちぎり絵 or ダンボール機織り
◆第 2 火：14:00～16:00

麻雀

◆第 3 金：写経、折り紙
◆基本隔月第 2 木：化粧、ハンドマッサージ
（次回：2018 年 1 月 11 日予定）

◆第 4 火：10 月 24 日：折り紙で作る便利な巾着、
コーヒー
11 月 28 日：紙のクリスマスリースを作ろう！、
フルーツポットティー
※詳細問合せは、あすてまで

201７年度 ボランティア活動報告
たのしくものづくりの魅力に触れてみよう！

9 月 3 日（日）ものづくりに関わる個人、グループ約 50 があすてに集結し、
フェスタが開催されました。内容はクラフトマーケット、体験コーナー、おも
ちゃ病院、ジオラマ、間伐材カローラ展示、飲食ブース。来場者は約 800 名。
出店者から 51,000 円が砂漠化防止中国内モンゴル植林活動に寄付されました。

日中国交正常化 45 周年記念
7 月 8 日（土）あすて主催により日中国交正常化 45 周年を記念し平和音楽会が豊田市民文化会館にて開催され
ました。この音楽会は江蘇省（愛知県友好都市）芸術家代表団 15 名と市民レベルで二胡普及に努めるチャン・
ビン二胡演奏団、あすてボランティアグループ「華豊の友」により企画実行されました。収益から砂漠化防止の
ための中国内モンゴル植林活動へ 30 万円が寄付されました。来場者 410 名。

チェロとピアノの
デュオリサイタル

東日本大震災復興支援

8 月 3 日（木）ボランティアグループ「MAYWINKTAS」の企画により東日本大震災被災児
童の教育支援を目的にﾃﾞｭｵコンサート開催。協力演奏者は国内外で活躍する山田真吾氏
（チェロ）と向田成人氏（ピアノ）。多くの協力により 82,000 円を寄付しました。来場者 115 名。
地球砂漠化防止

7/13～17

2013 年スタートした中国植林活動。土台作り期は春に黄柳を植えてきましたが、
昨年夏から松を植える本格的な植林が始まり、今年 2 回目を行いました。現地中学
校から環境教育参加生徒 30 名を含む 101 名で 1000 本の障子松を植えました。
★クルマづくり究める P：トヨタ車体工場見学（8/7）
★豊田市文化振興財団交流館研修受入：館長主任研修
、主事研修（７/19）
（７/12）
★外国人・いいとこ発見ツアー：真夏にアイススケート
、トヨタ自動車堤工場見学（8/10）
（7/22）
★2017 年度夏期中国内モンゴル植林活動報告会（8/5）
★子育て戦隊パパレンジャー連続講座(父子対象)：②フ
ァッションモンスターズインク(色水鉄砲遊び 8/6）44
組 ③じゃんけんサバイバル＆運動会（9/10）51 組
★夏休みジオラマ体験会：5 組親子参加(8/5)
★豊安工業㈱清掃奉仕：10 名がお越し下さり、あすて
のトイレを磨き上げて下さいました（8/8）

★高齢者いきいきタイム：新企画２講座「プロのメイク
でリフレッシュ」（7/13,9/14）、麻雀（8/22,9/12）
★たのしいにほんご：22 期振返り：自国料理紹介ポッ
トラックパーティー（8/4）,23 期スタート（9/8）
★新明工業マネージャー研修受入：研修の合間に草刈
りなどのボランティア活動も実施。(8/24～26)
★桜花林プロジェクト：
中国山東省泰安市に「豊田村」
を設立し、国際交流、人材育
成の拠点として協力するため
除幕式が行われました。
（9/6)

「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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来て！見て！動かして！

からくりの楽しさを体験しよう！

３月２５日（日）１０：００～１４：００
内 容

＊からくり大賞授与式 作品展示
＊からくり大賞入選作品展示
＊三河・木のおもちゃサークル
「もっく」展示＆体験（→写真）
＊フリマ・手作品販売、おもちゃ病院

入場無料

募 集

フリーマーケットなど出店グループ募集！
対象：あすて登録ボランティアグループ
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）
③展示

Let’s enjoy Japanese culture !

と き：3 月 11 日（日）10 時～12 時
ところ：あすて
対 象：外国人 参加無料
内 容：着物着付（女性のみ）、和太鼓、竹細工、
折り紙、琴、書道、鉄道ジオラマ
※申込み：3 月 3 日（土）までにあすてへ☎

中国の春節祭をあすてで体験しませんか？
2 月 11 日（日）16:45~20:00（受付 16:00~）
於：あすて 会費：3,000 円
内容：中華料理パーティー
ステージ（歌、演奏、舞踏）
ダンス、ゲーム、カラオケ等
申込：E メール：kahonotomo@yahoo.co.jp
or
☎070-5330-6226（小石峯)

おもちゃ病院

壊れたおもちゃを治します！

＊開院日：2 月 17 日（土）、3 月 25 日（日）10 時～、あすてにて
＊費用：部品代実費のみ ※治せないものもあります
平成 29 年度社会人のための地域参加促進事業

日時：2 月 25 日（日）13:00～14:30
会場：スカイホール豊田 大会議室 We Love
とよた
申込：不要、参加費無料
定員：当日先着 150 名

フェスタ

内容：①パネルディスカッション
パネリスト：長沢恵美子（経団連教育・CSR 本部
統括主幹１％クラブ事務局次長）鈴木辰吉（一般社
団法人おいでん・さんそん代表理事）坂元貞仁（㈱
キョウエイファイン代表取締役）中田繁美（（社福）
豊田市社会福祉協議会事務局次長兼地域福祉課課長）

②ブース出展
主催： 社会人のための地域参加促進事業実行委員会
E メール:vc@toyota-shayo.jp

＠～＠～

2018 年度はじめの会

～＠～＠

4 月 7 日（土）10 時～11 時、事業説明、個人登録等
豊田市民の誓い制定 40 周年記念シンポジウム

市民の心を未来につなぐ
感じて！気づいて！
ふだんの暮らしに息づく誓い
3 月 4 日（日）13:00～19:30
豊田産業文化センター ※要事前申込
総合コーディネーター：澁澤寿一(認定 NPO 法人共存の
森ネットワーク理事長、農学博士、豊森なりわい塾長)

【分科会】13:00～16:10
M1:未来につなぐ、あたりまえの暮らし
M2:豊田版子ども食堂元年地域の知恵が未来を育む
M3:全盲の歌姫とトーク＆トーク
M4:豊田市民の誓いでつながる 70 ヶ国
M5:これからの交流館を使いこなそう！
【感動の玉手箱劇場】17:30～19:30
【申込み】①氏名②電話番号③所属（または町名）④希
望分科会を豊田市役所地域支援課まで 2 月 23 日必
着。E-mail:chiikishien@city.toyota.aichi.jp
主催：豊田市民の誓い推進協議会

201７年度 ボランティア活動報告
緑の中で家族で楽しみ、エコを考えよう！

10 月 15 日（日）
、あすてとアイシングループ課長会の共催でエコファミリー
フェスタが開催されました。あいにくの雨でしたが、環境クイズウォークラリ
ーやワークショップ、ものづくり体験、フリマに約 100 名が参加しました。

募集中：旭高原元気村で
雪 遊 び ！ 2/20, 参 加 費
3600 円※詳細あすてへ☎

外国人に豊田の
いいところを紹介

外国人対象に豊田市内の訪れると良いところなどを紹介するツアーが行われました。
行先き：10/1 広瀬やな、11/12 猿投山、11/16 小原和紙と四季桜、12/1 餅つきを楽しむ、1/27 いちご狩り

あすて設立
51 周年

未就園児と
親のための

あすて設立 51 周年を記念して 12 月 10 日（日）に登録
グループ 23 の出店や出演による「スマイルフェスタ」が
行われ、収益金は「あすて森募金」に寄付されました。
来場者 300 名 寄付金：67,840 円。

あすてで活動するブラジル人アーティストのアリ
エル氏を講師に未就園児親子を対象に子どもの創造
性を引出す遊び講座を開催。この講座は初の試みで①
12/12 お面作り②1/23 身近にあるものを使ってスタ
ンプ＆共同作品制作を行いました。

★クルマづくり究めるプロジェクト・「本田総一郎杯

★たのしいにほんご 23 期修了（11/24）

Honda エコマイレッジチャレンジ 2017 全国大会」出場

：成果発表会では学習者が日本語でプレ

（10/1）： 一般クラス 28 位（全 38 ﾁｰﾑ）、燃費 634.191km/l

ゼン。総合クラスのテーマは「漫画を読

★高齢者いきいきタイム「モダン体操」加わる：モダン

む」
。4 コマ漫画の何がどう面白いのかを

バレエの動きを取り入れた健康体操。毎週木曜日 1１時～

解説(写真)。学習者 10 ヶ国 27 名。

12 時。いい汗を流しています！

24 期開講中（1/12～3/30）

★ボランティアグループ「森のプレゼント」が間伐材ベンチ

★子育て戦隊パパレンジャー連続講座第 4 弾：「Merry

をこども園に寄贈（11/7)：㈱豊田

X’men ～男の Heart に火をつけろ」(父子対象 12/17)：

自動織機の協賛により間伐材ベン

テーマは「クリスマス」。3 チームに分かれアイデアを

チ 10 脚を岩滑こども園（半田市）

駆使して共同作品をつくりました。48 組参加。

に寄贈。贈呈式では、間伐材の

★㈱豊安工業清掃奉仕（1/16）：年 2 回恒例となりました

お話を寸劇で分かりやすく園児に

本館トイレ清掃。毎回社員の方にお越しいただいて熱い

解説（写真）した後、一緒にベンチ

心の技でピカピカに磨き上げて頂いています。

を組み立てるワークショップが行われました。

