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日本語教室「たのしいにほんご土曜日」

~~ 日本語能力試験対策や実践会話 ~~
あすて「たのしいにほんご土曜日」は、ボランティ
アグループ「こんにちは」(代表：井藤いづみさん)が

楽しんで学習できるよう
に工夫しています。

運営しています。受講者は企業で働く中国やタイ、ベ

休憩時や教室終了後に

トナム、フィリピンの人や、日本で家庭を持っている

は受講者とボランティア

長期滞在の中国の人等、約 20 名です。受講者のニー

がおしゃべりを楽しむ姿

ズをもとに 6 グループに分かれて、毎週土曜日の午後

が見られ、仲間の「和・

にあすてで日本語の学習を行っています。

輪」が拡がっています。 ※毎週土曜日 13:00～15:00

教えるのは、元教員や海外駐在経験者、主婦など約
10 名のボランティアが担当し、そのやさしく丁寧な教

■受講者コメント（中国・女性）
：この教室では受講者

え方が受講者に喜ばれています。

の日本語能力に合わせたグループで、分からないこと

学習内容は、日本語能力試験(JLPT)対策や敬語、
「友

は何でも質問しながら勉強しています。日本の生活習

達ことば」も含めた日常会話、漢字等の文字です。ど

慣や文化全体についても会話をしながら学習できるの

のグループもテキストに沿って学習し、家庭学習にも

で自分の生活にも役に立ちます。日本語能力試験の受

活かしてもらうために受講者にも同じテキストを購

験対策では、長文読解問題をみんなで考えたり、集中

入してもらいます。特に漢字学習に抵抗を感じる人も

的に漢字を学習したりしています。受講者同士で情報

多いですが、絵カードやカルタを使い、分かりやすく

交換することもできて、友達もできました。

世界各国のダンスで真夏の夜を楽しみましょう！

間伐材有効活用のための
チャリティーコンサート

入場
無料
in あすて

◆出演：矢頭奈穂 (豊田市出身)
◆日時：6 月 23 日（日）
開場：10:30 開演：11:00
◆場所：あすて
◆協力金：500 円（先着 50 名・お茶付）

時：8 月 25 日（日）１６：００～２０：００
容：日本文化体験＋各国の文化交流
外国ダンス、各国パフォーマンス
盆踊り、飲食コーナー
その他：民族衣装で参加しよう！どこの国でも OK!
※詳細はあすて HP のチラシをご覧ください
日
内

201９年度 ボランティア活動報告
私たちにできる身近な国際協力を見つけよう！

5 月 26 日（日）地域で国際協力活動をするボランティア団体があす
てに集結しました。舞台では南米音楽や演劇「西遊記」
、地球市民会議
メンバーによる自国紹介、NPO 法人オアシスのカンボジア活動報告、最後のオイスカ研修生のダンスでは、手拍
子とともに自然に会場でもダンスが始まり大変盛り上がりました。また屋内外では活動展示、チャリティーバザ
ー、エスニックフード販売、ワークショップ、今秋のラグビーワールドカップイベント等行われました。300 名

★はじめの会（4/6）
：あすての基本理念をボランティ
アと再度確認をして新年度のスタートを切る。120 名

未就園児と
親のための

★いいとこ発見ツアー（4/7）:外国人に豊田市の魅力

ブラジル人ボランティアのクラウさんの 7 回連続講座

や日本文化を伝えるツアー。今回は「桜とユキヤナギ

の初回が 5 月 17 日に行われました。この講座は体育教師

の花見」と題して県緑化センターを訪問。3 ヶ国 8 名

の資格を持つクラウさんを講師に手、指、脚を使った「あ

★D-Cube チャリティージャズ
コンサート（4/20）：
間伐材有効活用プロジェクト
をより広く知ってもらうため
にあすてボランティア「森の
プレゼント」が開催。81 名
★アイシン高丘㈱新入社員研修受入（4/26）：

そび」を通して子どもの身体と脳、心の発達を考える内
容。参加者はクラウさんが廃物利用して作った 8 種類の
遊具で楽しくあそびました。講座は英語で行う(通訳あ
り)ので、国際交流の機会にもなりました。12 組 24 名

「森のプレゼント」の間伐材
の皮むきや積み木磨きのお手
伝い、中根山こども園にて
除草や遊具整備ボランティア
実施。11 名
★たのしいにほんご金曜日「茶摘体験」
（5/10）：

++++ 2018 年度寄付関係報告 ++++
◆あすてらんち＆カフェ：121,778 円
◆ミニバザー：550,500 円

計

672,278 円

の体験。受講生はブラジル、タイ、インド、インドネシア、台湾

※寄付先：NPO 法人こどもの里、ハイチの会、幼い難民
を考える会（CYR）
、愛知いのちの電話協会、アジア保険
研修所（AHI）、あすての森募金、間伐材募金
◆収集ボランティア：

の女性 18 名。茶畑にて伝統的な衣装で茶摘の後、製造工

①ベルマーク：7,777 点 ②外国紙幣 28 枚、ｺｲﾝ 423 個

場見学、茶飯や抹茶をいただき、日本のお茶文化を満喫。

③書き損じはがき 94 枚 ④使用済み切手 6Kg

体験や交流を通して日本の文化や言葉を学ぶ金曜日クラ
スの受講生とボランティアが市内吉原町「高香園」にて茶摘

⑤未使用文具：鉛筆 77 本、ボールペン 13 本、ノート
9 冊他 合計 102 点 ⑥未使用タオル 116 枚 ⑦ボト
ルキャップ 357.6kg
※寄付先：①⑤梅ヶ丘学園②③④日本キリスト教海外医
療協会 ⑥NPO 法人こどもの里 ⑦フジイ化工㈱⇒「愛
キャップ委員会へ」

「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 ―

２０１９年９月 vol.177
編集・発行：公益財団法人 あすて 〒473-0911 豊田市本町本竜 43 Tel：0565-52-0362 FAX:0565-52-0363
http://www.aste-toyota.com

誰もが「いつまでも元気な頭と
心とからだを保ちたい」と望んで
います。でも、自分ひとりで維持
することは簡単なことではありま
せんね。
「いきいきタイム」事業で
はみんなで楽しみながら社会参加
できるメニューを実施していま
す。メニューはあすてのボランテ
ィアグループが担当し、それぞれ

いきいきタイム スケジュールとメニュー内容

の特色を生かした内容となってい
ます。頭や手、からだを動かし、

第 1 水曜日 10:00-12:00「健康体操」「うたごえコンサート」

ボランティアやお仲間と会話をし

第 2 月曜日 10:00-11:00「新聞紙のちぎり絵」
「手織りコースター」

ながら楽しいひとときを過ごすこ

第 2 火曜日 14:00-16:00「健康麻雀」※年 2 回ほど大会があります。

とができます。65 歳以上の方なら

第 4 火曜日 10:00-11:00「簡単な作品づくり」「ティータイム」

どなたでも参加できます。メニュ
ーによっては 300 円程度の材料費
が必要となります。

14:00-16:00「ストレッチ体操」
※スケジュールに変更がある場合がありますので、
初めて参加される場合は事務局までご確認ください。

募集一次〆切
2020 年２月１日(土)必着
グランプリ(賞金：30 万円)、
準グランプリ、特別賞など
３月２２日(日)に開催予定の「からくリンピック」
で展示される、独創的かつチャレンジ精神あふれる
「からくり作品」を全国から募集します。詳しくは
あすてＨＰやあすて事務局まで。
（写真は昨年の作品、イベントの様子）

９月２２日（日）10:00～14:00
手作り作家・職人によるクラフトマーケットには５５店以
上が出店！ ワークショップ、積み木コンテスト、キッチ
ンカーなどの飲食販売もあります。
（写真は昨年の例）

2019 年度 ボランティア活動報告

＆

事業報告（６～８月）

８月２５日（日）12 か国、５００人が参加
それぞれの国の民族衣装を纏って、盆踊りを
はじめ、各国の踊りや歌で華やかに盛り上が
り、国際交流の輪がやぐらの周りに広がりま
した。屋台やボランティア手作りのたんころ
りんの明かりが楽しいひとときを演出しまし
た。この国際盆踊りは様々なボランティアが
実行委員会を立ち上げ、企画から運営まです
べてを行いました。
「いいとこ発見ツアー」7/25 (木) 14 人
外国人に豊田市の魅力を伝えるツアーで、
今回はトヨタ自動車工場見学に行きまし
た。夏休みなので、親子で参加される方も
多かったです。訪れた溶接工程では飛び散
る火花や生き物のように動く溶接ロボッ
トの様子に参加者は感動したようでした。

「パパレンジャー」
6/2（日）124 人、7/14（日）114 人
父親の子育て参加を推進しているパパレン
ジャー。7/14 はミニ運動会でした。くつし
た玉入れ、子ども運び競争など、親子の絆が
深まるような競技の中、お父さんと一緒に楽
しむ子どもたちの笑顔があふれました。
「すくすくママ」クラウの「あそび育」講座
6/21（金）18 人、7/19（金）22 人
「あそび」を通して子どもの発達を考える
「あそび育」講座を未就園児親子対象に開
催。ボランティアのクラウさんは体育教育が
専門。豊富なアイデアと手作りおもちゃから
あそびのヒントをたくさんもらいました。

実に多くのボランティアの手を経て間伐材が子どもの手に収まるサイズの積み木に姿を変えていきます。
愛情いっぱい、森の香りいっぱいの木工製品がプロジェクトによって生み出されています。

森の間伐もボランティアが実施

丸太があすてに到着

丸太から板を製材

一つずつ丁寧に積み木を研磨

コロコロ積み木への箱詰め作業

贈呈式の後に早速積み木で遊ぶ子どもたち

「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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高度経済成長期真っ只中の 1966 年 12 月 11 日、勤

当時の人たちが抱いた想いは 40 を超えるグループと

労センター憩の家（現在のあすて）は、多くの方の

800 名を超える登録者の皆さんに引き継がれています。

想いをのせ開所しました。お母さん代わりのボラン

今日もあすてには、たくさんの笑顔が溢れています。

ティアさん、お父さん代わりの企業の皆さん、見守
り役の地域の方々に支えられ、遠く故郷を離れこの
地にやってきた若者たちのまさに憩いの場所とし
て、あすては誕生しました。当時の設立趣意書には
こんな言葉があります。
「この法人は、働く人々に憩
の場を与え、ひいては地域社会に奉仕することを目
的として設立いたします」
。53 年目を迎えた現在、

■当時からの利用者のコメント
就職のために豊田市に移り住んだ 1960 年代、寮から
憩の家に自転車で通った日々を思い出します。仲間
と重量挙げやボディービルに汗を流し、ボランティ
アのお母さんたちによく話をきいてもらいました。
今は、会社生活で培ったものづくりで、微力ですが
何かお役に立てたらと思い活動しています。

「あすてがこんなふうになったらいなぁ」
そんなあなたの想いを教えてください！
言葉でも絵（デザイン）でも、どんなカタチでも構いません

方法その①
サロンに掲示した B 紙に、あなたの想
いを直接書き込んでください。

方法その②

こんな部屋があったらいいなぁ、こんな機能があったらいいなぁ

A4 程度の紙（自由）に、施設全体でも一

あなたにとって理想のあすての姿を、教えてください！！

部でも構いません、理想のあすての姿を

※2020 年 1 月 20 日（月）〆切

デザインし、投書箱に入れてください。

豊田市駅前に、行ってみりん！！
クリスマスシーズンの豊田市駅前は、
イルミネーションが輝き、なんともロマン
ティックな雰囲気。そんな中、「あすて」
の「森のプレゼント」が中心となって作っ
た間伐材のカローラとクリスマスツリーが
展示されています。どこにあるかはお楽
しみ。ぜひ探しに行ってみてください！！

カローラはコモ・スク
エアのどこかに、ツリ
ーは新しくできた広
場「とよしば」に!!

2020 年度のグループ登録更新の受付が 12 月 9 日（月）より始まっています。「2020 年度グループ登録申
込用紙」に必要事項をご記入の上、事務局に提出してください。その後、1 月 30 日（木）までにヒアリ
ングを受けていただきグループ登録は完了となります（個人登録は 4 月 4 日からとなります）。
なお、ヒアリングはおおよそ 30 分程度を予定しています。今年度の活動の振り返り、次年度への抱負、
あすての次年度事業方針などを共有したいと思っています。ヒアリング日は調整の上決めさせていただ
きますが、なるべくたくさんのメンバーの出席をお願いいたします。

からくり大賞 作品募集中!!
あっ！とおどろく「からくり」作品大募集！！
独創的かつチャレンジ精神あふれる「からくり」作品な
らどんなものでも構いません。ぜひまだ誰も見たことも
考えついたこともないユニークな作品をご応募下さい。

★応募期間：2019 年 12 月 1 日～2020 年 2 月 1 日
応募資格：高校生以上。グループでの応募も可能。
賞：グランプリ（1 点）30 万円 準グランプリ（１点）10 万円
特別賞（数点）3 万円

※2020 年 3 月 22 日（日）
「からくリンピック」に
て入賞作品展示！！

++++

写真で振り返るあすての 1 年 ++++

「誰一人取り残さ
ない社会」を目指
して、あすてもＳＤ
Ｇｓ（持続可能な
開発目標）に取り
組んでいきます。

クルマづくり究めるプロジェクト事業
でレストアされたパブリカセダンが
コモスクエアに展示されています。
ぜひご覧ください♪
場
期

所：コモスクエア
間：5 月中旬まで展示

あすてボランティアグループ「森のプレゼント」が中心になって行っている間伐材
有効活用プロジェクト。2019 年度後半も沢山の施設にベンチと積み木と笑顔を届けま
した。また、間伐材有効活用プロジェクト募金も同時に実施しております。興味のある
方は、あすてサロンにて募金の紹介と実績を掲示していますので、ぜひご覧ください。
◆寄付先：11/26 刈谷市内子ども園、12/3 若林こども園、12/4 若宮こども園、12/4 永新こども園、
12/9 山之手こども園、12/10 野見こども園、12/17 大沼こども園、12/17 東部こども園、12/25 中山こども園、1/15
平井こども園、1/15 竹村こども園、1/22 木瀬こども園、1/29 駒場こども園、3/13 高嶺こども園(予定)

◆11 月 2 日（土）
「水再生プロジェクト」カンボジアでの活動報告会
あカンてグループが「水再生プロジェクト」の活動報告会を開催しました。今回のカン
ボジア訪問でプロジェクトを具体的に実施するための条件や環境、協力してくれる人々
などの確認が出来たようです。当日は水浄化のデモンストレーションが行われ、参加者が
興味深く見入っていました。
（参加 11 名）
◆11 月 15 日（金）「あそび育」講座 6 回目
ブラジル人ボランティア・クラウさんの「あそび育」講座 6 回目が行われました。
テーマは「手と頭を使って」。指先を使った遊びで指の小さな筋肉と考える力を鍛えます。
おもちゃも全て廃物を利用した手づくりで、クラウさんのアイデア満載の内容でした。
この他に青虫ダンスやわらべ歌で遊んだり、絵本タイムなどとっても楽しいひと時を過
ごしました。（参加 11 組）
◆11 月 17 日（日） 「チェロを楽しむ会 20 周年記念キックオフコンサート」
あすて登録グループ、チェロを楽しむ会が設立 20 周年を記念し「20 周年記念キックオ
フコンサート」を開催しました。当日はチェロを楽しむ会を振り返るパネル展示や、クラ
ス別のチェロ演奏等があり、心温まる一日となりました。
（参加 101 名）
◆12 月 1 日（日）
「サンクスフェスタ」にあすてもブース出展
豊田市駅前で開催された「サンクスフェスタ」にあすてもブース出展しました。
間伐材で作るワークショップやフォトチャレンジに沢山の方が参加しました。
（参加 80 名）
◆12 月 11 日（水）チャリティーコンサート
災害で被災した子どもたちの教育支援のためのクリスマスチャリティーコンサートが
開かれました。ボランティア出演して下さったのは、東京を拠点に活動する「ペンタス合
奏団」。フルートとヴァイオリン、ピアノによるクリスマス演奏を参加者が楽しみました。
（参加 98 名）
◆12 月 20 日（金）「あそび育」講座７回目
今年度最後のテーマは「クリスマス」
。クラウさんがソリを引きながらサンタの衣装で
登場し、クリスマスのお話をしました。その後は参加者でクリスマスの飾り付け・クワ
イヤーの帽子探し・雪合戦・ソリ体験等々を行い、とても充実した時となりました。
（参加 8 組）
◆12 月 15 日（日）華豊の友クリスマスパーティー
あすて登録グループ「華豊の友」がクリスマスをテーマとした交流会を行いました。
当日は歌唱・踊り・楽器演奏・太極拳・合唱・クリスマスの絵等々、華豊の友だけでは無
く、他団体や地域も巻き込んだ日中友好イベントになりました。
（参加 125 名）
◆1 月 26 日（日）パパレンジャー連続講座第 5 弾「男祭り」

連続講座最後の企画は、参加者から募った有志のお父さんがブースを一から考え
て作りあげ、当日は 4 ブースを参加者がそれぞれ巡りました。数か月前から実行委
員会を作り準備を重ねたブースはどれも素晴らしく、お父さん同士の絆も深まりま
した。（参加 48 組）

