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●手洗いをよくするように
なった（I さん）
●マスクを 100 枚以上作って、
いろんな人に無償で
プレゼントした（K さん）

●散歩する余裕ができて、
家の周りのきれいな
風景を知り、家族との
交流を深めた（Y さん）

●手を洗ったり消毒したりす
ることをしっかり意識する
ようになった。
（A さん）
●子どもたちが休校中は
外に出かけないので、
夕食後に連れだして
散歩するようになった
（K さん）

●Zoom で友人やクラブ仲間との
やり取りをできるようになった
（Q さん）
●子供達が家に居ることが増えた
ので、料理に使う時間が増えた
（T さん）

●猿投山に登る回数が
増えた（K さん）
●ニュースをよく見る
ようになった（I さん）

●マスクをかけるおかげで、
毎日気軽にニンニクをお料理
に使えて元気モリモリ！！
（A さん）

●仕事が少なくなり、家に
いることが多かったので、
日本語の勉強をしたりし
て過ごした。仕事の次のス
テップに進むためにも勉
強を続けたい（B さん）

●意外な長期連休を
もらって、新しい資格の
取得に挑戦できた（N さん）

●夫が家にいる時間が増えた
ので、ずっと片付けたかった
大物家具類を処分できて、
すっきりした（T さん）
●いろんな意味で目が覚めた。
夢をより現実的に考える
ようになった（M さん）

レシピ
★
★

グループ名 ： しんあい
活動内容
： いきいきタイム（簡単なクラフトや珍しい
世界のお茶の紹介など）
/ミニバザー協力/あすてらんち提供
★ 活動日時
： 第４火曜日 10：00～13：00
★ メンバー数 ： 16 名

※五色丼
・みじん切生姜と挽肉で肉そぼろを作る
・いり卵を作る
・モロッコインゲンを茹で、千切
・ご飯の上にすべてを盛る
※冷奴中華風
・中華ソース 4 人分：
水煮大豆 40ｇ、玉葱 1/8 個、生姜 1 かけ、
赤パプリカ 1/3 個、ピーマン 1 個 すべて
細かく刻む Ⓐと合わせ、豆腐にかける
Ⓐ醤油大 2.5、酢大 2.5、みりん大１、
胡麻油大 1、おろしにんにく少々
※パイナップルゼリー
パイナップルジュースと粉寒天で
ゼリーを作る

あすての畑

森林組合より間伐材のご寄付を頂きました

●9 月までの予定
①ガレージセール
内容：ステイホームでできたものの有効活用
日時：7 月 8 日（水）/ 7 月 18 日(土) 10:00～12:00
②輪になって語ろう
内容：音楽、舞踊などの舞台芸術ボランティアにおいて、
ウイルス感染防止に配慮した新しいスタイル
を皆で語り合う＋ミニライブ。定員 20 名。
日時：9 月 13 日（日）13:00～15:00
③ものづくりフェスタ
内容：手づくり品の展示販売を通した社会貢献
日時：9 月 27 日 (日) 11:00～14:00

★山口事務局長

★山田常務理事

あすてでは、英語のことわざを覚えようということに
なって、事務局長がスタッフミーティングで紹介し
ています。第 1 回は、The early bird catches the worm.:
早起きは三文の得（英文の意味は「早起きの鳥は、虫を
捕まえる」ということです）
。洋の東西を問わず、早起き
は良いみたいです。
②A friend in need is a friend indeed.:困った時の
友こそ真の友。そのとおり。
③It is no use crying over spilt milk.:覆水盆に返ら
ず。済んだことを嘆いても仕方ないという意味です。
④Seeing is believing.:百聞は一見に如かず。自分の
目で確認することが重要ですね。
⑤Time flies like an arrow.:光陰矢の如し。時がたつ
のは矢のように早いということですね。
ことわざは言い得て妙で、うまく使えば、表現上、大変
役に立ちます。皆さんも調べて、いろいろ覚えて使って
みては、いかがでしょうか。

アイシンのバスケットボールに係り 20 年が過ぎた。
今年引退した桜木ジェイアール選手とは、その内 19 年
の時を過ごした。19 年も日本のトップリーグに所属した
アメリカ選手はいないし、同じチームにこんなに長い
期間所属した日本人選手もいない。そしてその間、ほぼ
スタートで活躍し続けたのだから頭が下がる。彼より NBA
での輝かしい成績を持って来日した選手もたくさん見た。
しかしその中、彼は控え選手としてスタートした。その
彼がこれだけ長い期間活躍できたのは、常にプレーヤー
として変化し続けたからだ。一試合で 40 点も取る若い
頃から、年齢的に攻撃が辛くなると、アシストに活路を
見出し NO.1 となった。メンバーや、自分の体力に合わせ
てプレーヤーとして変化し続けた事が活躍を支えた。
そして、長い選手生命を支えたもう一つの彼の特徴は、
「試合も練習も上手になまける」事だ。それが長い選手
生活の秘訣だったのではないだろうか。

編集後記
新型コロナウイルスがもたらした不安などマイナスなものがある一方、忙しい今までの日常でできなかった
ことができるようになりました。コロナをきっかけに、時代に合わせた生活スタイルを改めて考えましょう。
色々な変化が訪れると思いますが、コロナが思考、志、挑戦する心に影響しないよう、とにかくいつでも
前向き思考で頑張っていきたいと思います。まだまだ厳しい状況が続くことが案じられますが、一刻も早く
世界に平和な日常を迎えられる事を心から願っています。（Y）

あすて通信
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～笑顔あふれる明るく住みよい社会を目指して

行動しよう！笑顔のために

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 HP : https://www.aste-toyota.com

ら

お

羅織りの魅力を体現！
― 起源は紀元前中国、日本伝来は 4 世紀 ―
あすてグループ「染織ころも」
「染織ころも」は、
「ものづくり なぜ？なぜ？プロ

復元はされてきたものの、現在でも織り手は数える程

ジェクト（2004 年度～2013 年度）
」繊維チームのボラ

と言われています。機械化できずに量産に向かないこ

ンティアが、プロジェクト終了後に結成したグループ

とも技術の復元を困難にしているようです。

です。通常活動の他にあすて事業への参加を通して染

羅織りの魅力は繊細さにあります。平織りの機を

めや織りの楽しさを伝える活動をしています。数年前

“改造”し、ヒゴと糸で作った捩り用の“片綜絖(かた

よりメンバーの深津さんが以前から取り組んできた

そうこう）＝ふるえ”を手作りし丁寧に織り進めます。

「羅織り」にグループで挑戦しています。

2 本の緯糸を入れるのに 5 分くらいかかる地道な作業

織りものは、平織り（経糸と緯糸が垂直に交わる）
と、捩り織り(もじりおり＝隣り合う経糸がからみ
あって編み物のような特色を示す）に分けられます。

です。紋様のデザインも、文献から探し出したり、自
分たちで描きおこすところから始めています。
そんな日々の中、

捩り織りの中でも

最近新メンバーが

羅織りは透き通る

2 人加わったこと

ほど繊細で薄く、最

は大きな喜びです。

古のものは古代中

その内の 1 人は、か

国（約 2200 年前）の

つてなぜ？プロ・繊

出土品から発見さ

維チームに参加していたなぜっ子で、将来染織に携わ

れています。日本で

りたいと頼もしいことを言っている高校生。私たちの

は奈良・平安時代に

地道な活動が、こういう形で次代につながっているこ

盛んに織られ、正倉

とを実感し、勇気づけられています。

院の御物にもあり

これからも、羅織りの技を着実に身につけることと

ます。高貴な方々の

同時にその魅力を広く知って頂く活動を通して、織り

装束や神仏の飾り

の奥深さ、ものづくりの楽しさを伝えて

に使われるほど貴重なものだったようです。しかし、

いきたいと思っています。(代表：鈴木昭江)

その技術は日中で長らく途絶え、日本では昭和に入り

（活動：毎週土曜日・羅織り実演はこちら→）

ものづくりフェスタ 2020.9/27㈰ 11：00～14：00

＊木工・布小物、アクセサリーなどこだわりのお店 25
＊ものづくりラリー（ポイント回って作品つくろう！）
＊染織ころもの「羅織りの作品展」開催（↑記事参照）

熱烈歓迎！
2020 年 4 月～

あすて主催カラクリ

あすて主催子育て

コンテスト「カラクリ

支援のお手伝いから

ンピック」が 2019 年

始まった活動です。

度で終了し、その流れ

未就園児親子を対象に 2017～18 年はブラジル人芸術

で今年度 5 名でグループをスタートしました。

家・アリエルさんの「アートであそぼ！」
、2019 年は

さっそくメンバーの一人が自身のデビュー作品をあ

ブラジル人クラウさんの「あそび育」と両クラスで準

すてのイベント時に披露しました。大根の収穫をする

備、見守り、通訳等のお手伝いしてきました。
（↓写真）

夫婦の情景を描いたもので、動力は風。一鍬掘る度に

講師の情熱から繰り広げられる内容、子ども達や親

音が出て、ほっこりする作品です（↓写真）
。
会社でのものづくりと違い、専門技術や設備が使え

への思いに心を揺さぶられ、毎回楽しみながら多くを
学びました。参加者も熱心で元気をもらいました。

るわけではありませんが、幸いあすてでは間伐材と加

講師が帰国や引越しであすてを去った後、ボランテ

工機械のサポートがあり、自由な発想でものづくりを

ィアが支援活動を継続しよう、

楽しめる環境があります。特に子ども達に見せたとき

と今年度から活動開始です。

に「えっ！」と興味の目を開いてくれたら大成功です。

コロナ禍で当初の予定が全

年に 2 回くらい作品を

て中止となったスタートでし

披露する機会を設ける

たが、できることからはじめよ

ことを目標にしたいと

う、と秋から屋外でわらべ歌と

思っています。

絵本を楽しむあそびを予定し

（代表：奥山逞司）

ています。(代表：絹田幸子)

へちま料理
この夏、あすて畑では「へちま」が豊作。中
朝あすてに出勤してくると、草刈り機の音が響いて
いたり、畑や花壇に水が撒いてあったり、あすて畑の
朝取り野菜が玄関に置いてあったり。姿は見えなくて
も「これは赤﨑さんだ！」と職員の誰もが気付きます。
野菜はあすてらんちの食材として大いに活躍し、草
刈りは敷地内だけでなく、離れた駐車場までいつの間
にかきれいになっています。
「草刈り、ありがとう！」
と声を掛けると
「畑に敷
れ隠し。あすては、この

その柔らかい食感に驚きます。コツは柔らかいうちに
収穫すること！へちまの花は朝顔のように朝一斉に黄
色い花を開きます。そこへハチ達が蜜を求めて集まり、
良い循環ができています。調理法は皮をむいて輪切り
にし塩胡椒で炒めた
り、スープの具にし

予 定

ように影ながらボラン
ティアして下さる方々

コロナ禍等の状況により中止・延期あり
詳細は HP でご確認下さい

＊エコファミリーフェスタ 10/18㈰

によって守られている
とです。

た。
「へちま」といえば「たわし」を連想する日本人は

たり。ぜひお試しを。

く草がいるからね」
と照

ことは、感謝すべきこ

国人スタッフがそれを炒め物にして昼食で頂きまし

家族でエコな取り組みをたのしもう！
▲赤﨑さんのユニフォームは
夏も冬も「つなぎ」

＊わらべ歌と絵本のこかげ 10/19㈪、11/16㈪、3/15㈪
未就園児親子 12 組（先着順）
、参加費無料

【編集後記】子どもの頃の夏はキラキラとして、長い休みは日常を離れて楽しかった。地球の歴史からすると
一瞬で夏に「生命の危険」を感じる変化。我々生物は、今後この変化にどう対処していくのか┅

「行動しよう！笑顔のために」
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特集：

ＳＤＧｓとは？
誰ひとり取り残されることなく、人類が安定して
この地球で暮らし続けることができるように、世
界のさまざまな問題を整理し、解決に向けて具体

ＳＤＧｓには１７の目標があり、異なる色、アイコンで表されている

的な目標を示したのが、ＳＤＧｓ（Sustainable
Development Goals：持続可能な開発目標）です。
「エスディージーズ」と発音します。ＳＤＧｓは
２０１５年に国連で採択され、
「国際社会は一致団
結して、２０３０年が終わるまでにこの目標を達
成しよう」と合意しました。
今では多くの企業や自治体などがその内容を経営
方針に取り入れ、持続可能な社会の実現に向かっ
て動いています。ＳＤＧｓのカラフルなイメージ
アイコンなどを身の回りでも多く見かけるように
なったのではないでしょうか。

あすては
とよたＳＤＧｓパートナー
「ＳＤＧｓ未来都市」として
認定されている豊田市と一
緒に目標の達成に向けて活
動していこうと、２０１９年
１１月よりあすても「とよた
ＳＤＧｓパートナー」になっ
ています。

ＳＤＧｓを身近に：クイズに挑戦！

驚きの正解は次ページにて！

問題②：２０１８年の日本のプラスチック
問題①：
２０２０年の
世界の人口
は？（推計）
A.65.4 億人

ごみの排出量は８９１万 t。その８４％が
有効にリサイクルされているそうです。
「サ
ーマルリサイクル」
（燃焼させて、熱源とし
て再利用する）はそのうちのどれだけを占
めているでしょうか。
Ａ.９% Ｂ.２９% Ｃ.６９%

B.70.4 億人
C.78.0 億人

問題③：
「食品ロス」とは「売れ残り、規格外品、返品、⾷べ残しなど、本来⾷べられるにもかかわらず廃棄
されている食品」のこと。２０１７年の統計で日本の食品ロスの量は「６１２万ｔ」でしたが、これはＷＦ
Ｐ（国連世界食糧計画）が世界の飢餓に苦しむ人などを助けるために届けた同年の食料の量と比べると？
Ａ．少ない Ｂ.同じぐらい Ｃ．多い

問題①答え：Ｃ. 78.0 億人

（出典：総務省統計局）

Ａは２００５年（愛知万博開催年）
、Ｂは２０１１年の世界人口。世界では毎年
１億人ぐらい（１日あたり約２７万人！）増えている計算になります。そんなに
昔ではない、と思える愛知万博の年から１２億人以上増えていますね。

問題②答え：Ｃ.69% （出典：プラスチック循環利用協会）
私たちが「
（新たなプラスチックの原料として）リサイクルされている」と思っ
ているプラごみの約 7 割は燃料として最終的に使われ、ＣＯ２の形で環境に放出
されることになります。決められた手順で廃棄することはもちろん、プラスチ
ックの使用そのものを減らすことも環境問題の改善のために重要です。

問題③答え：Ｃ．多い （出典：農林水産省、国連世界食糧計画日本事務所）
ＷＦＰは２０１８年に３８０万ｔの食料支援を８，８９０万人に届けました。
コメやトウモロコシなど、調理されていない状態も含むので単純比較はできま
せんが、おおよそのスケールが分かります。余った食料を世界の人々とすぐに
分けることはできないので、世界では飽食と飢餓が入り混じっています。

いかがでしたか？３つのクイズに共通することは「自分がその数字に含まれている」こと。
２０３０年まで、もしくはそれ以上続くことなので、無理をしては辛いですが、ＳＤＧｓ
を自分のこととして考えて、より良い将来のためにできることから始めたいですね。

そこで、あすては２０２１年度の活動・事業のすべてをＳＤＧｓに結びつけています。そのうちの一つ、
「田園写真館」事業が始まります。ＳＤＧｓの目標１５「陸の豊かさも守ろう」につながる事業です。

写真館では「農業が身近にあっていいなあ」と思える写真をみん
なでシェアして、写真を切り口に農業と私たちの生活の関係につ
いて一緒に考えていけたらと思います。日頃から田園風景に癒さ
れている人、田んぼの生き物の写真を撮っている人など、ご参加
をお待ちしています！

あすて周辺の田園写真
上左：転作田のコスモス
上右：夏の田園地帯を
駆け抜ける名鉄電車
下左：豊かな麦のみのり
下右：冬の田の向こうに
冠雪した中央、
南アルプスを望む

編集後記
マスクと手洗いのおかげか、幸
運にもこの一年、家族も元気に
過ごせている。ワクチンもでき
てコロナとの戦いも後半戦に
入っていると信じたい。
。
。

