
 1 

 ２００９年の総会を開けることは、誠に嬉しく、ありがたく存じます。 
 色々な都合やプランがございますのに、総会に集まって下さいましたことを厚く御礼申し上げ

ます。 

 このカサ・デ・アミーゴスの活動は、金もうけではなく、損をすること、メリットのない無駄

で効果のないことのように一般の多くの人々には思われているようです。それは自分の利益にな

ることではなく、困っている、苦しんでいる人々を援けることだからです。 

 一方、心ある人々には、世界中の人々から尊敬された故マザーテレサと同じ活動・・・同じ心

で、愛のリレーをずっと続けて下さっている、ほんとうに素晴らしいチャンピョンと受けとめら

れています。 

皆さんは！！マザーテレサの仕事と、中身は同じではないにしても、今、住んでいる所で、身

近な人々に、愛の献金、御寄附を・・・暖かい心遣いや、優しい笑顔・・・またちょっと、手を

添えてあげること・・・等々。これ等は外国人にしていることではないとしても、皆様の家庭で、

ご主人や、御子様達、老人や病人に、目立たない、さりげなく、なさることでもあります。 
毎日々々、ずっとカサ・デ・アミーゴスの同志としても続けてくださっていることに、改めて

感謝の想いを新たにしています。 

 
 御承知のように、世界中では、首切りで、職無し、金無し、家無しの多くの人々が路頭に迷っ

ておられます。 

 そんな状況の中で、カサ・デ・アミーゴスのメンバーは、住む家を提供し、食べさせ、職を探

しまわってきました。生活保護の申請に、三島、清水町、富士市に車を走らせ、許可を受けたフ

ィリッピン、ペルー、ドミニカ共和国、ブラジル、日本人等々、これまで生活に困った５名の外

国人等の生活保護需給が可能となりました。 
 御殿場のメンバーも、日本語を読めない、書けない、、話せない外国人に、毎日のように、通訳

や行政への申請、相談、ボランティアの奉仕を、病身で８０歳を超えていても、続けて下さって

います。 
 ペルー人女性の A さんは、ブラジル、ボリビア、コロンビア、ペルーの人々の通訳として、保

険事務所や入管、大使館等に同伴して、色々な外国人を援けて下さっています。 

その他のアミーゴス役員も、その中には２０年近く、毎月の例会に、仕事を終えて、夕食もと

らずに出席して下さっています。問題の対処を考え、知恵を絞り、苦しみを訴えている人々の援

助の原動力になって下さいます。 

 折々に励ましのお便りやお祈りをして下さっている方々、心配してお声をかけて応援して下さ

り、事務所を訪ねて下さるので、とても勇気付けられています。 

 今年も来年も、いつも相変わらず、御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

神の祝福が豊にありますようにお祈り申し上げます。 
尾高 良子 

 

 

 

 

 

 

 

事務所：三島市緑町 12-4 三島カトリック教会内 代表 尾高 良子 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-981-3599 
URL :  http://msmcit.ddo.jp/amigos/ 
E-mail : casa-de-amigos@ny.thn.ne.jp 
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＜お知らせ＞ 

  例会 

 ６月２１日（日）午後３時１５分～４時 ――― 御殿場地区 
 ６月２６日（金）午後７時～９時 ―――――― 三島地区 

お心のこもった 

会費、御寄附を早々にお送り下さいまして、ありがとうございます。 
 

唐国 清子 様 遠藤 光子 様 河村 光人 様 

佐々木資郎 様 成田 照子 様 尾高 良子 様 
山田 恵三 様 鈴木  透 様 小林  悦 様 

野田 紀泰 様 西岡 ルイサ様 前田 千鶴子様 

勝又 美代子様 陽  だまり様 覚本 直人 様 
成島 貞子 様 今井 すみ子様 関野 たか子様 

藤巻 謙一 様 公野 一恵 様 青木 俊一 様 

鈴木 百合子様 鈴木 久子 様 太田 輝夫 様 
矢吹 栄子 様 藤巻 ひふみ様 水野 義夫 様 

進  由利子様 牛島 めぐみ様 山口 康司 様 

高橋 芳野 様 堀  考信 様 土屋 佑介 様 
武藤  滋 様 高原 静子 様 小澤 輔夫 様 

田中 謙吉 様 水口 英男 様 竹本 久美子様 

石川 清一、千代治様 百瀬 秋彦 様 聖心会裾野修道院様 
  クリストロア修道女会様 

 

２００９年度 アミーゴス総会報告 
総会及び講演会 ６月７日（日）、午後２時から 会場：カトリック三島教会 ホール 
１．第１部 総会―――司会（水口） PM２時００分～３時４５分 
・ アミーゴス代表挨拶―（尾高） 
・ 参加者 簡単な自己紹介 
・ 活動報告―――― 堀、河村、アウロラ、 

西岡ルイサ 
日本語教室――― 野澤 

・ 会計報告―――― 水野 
・ 役員選出―――― 水口 
・ 活動方針―――― 堀 
・ 予算案 ―――― 水野 
・ アミーゴスの活動全般についての質疑 
・ 閉会のあいさつ 
 
２．第２部 講演会 PM４時００分～５時００分 
講演：「入管法と外国人労働者」 
講師：移住労働者と連帯する全国ネットワーク 
事務局 髙谷 幸さん  
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－高谷 幸（たかや さち）－ 
移住労働者と連帯する全国ネットワーク専従事務局次長 1979 年奈良県生まれ。
2005 年よりインターンとして移住労働者と連帯する全国ネットワークにかかわ
る。2007 年より現職。 

 

 

 
 

 総会参加者は、総勢二十数名、午後２時からアミーゴス役員の水口さんの司会で始められた。

第１部は、会長のシスター尾高の挨拶、その後、参加者の自己紹介。次に活動報告、三島地区か

ら堀、御殿場地区から河村さんが報告した。昨年秋からの世界不況で、今年に入り外国人労働者

の派遣切りで失業、アパートを追い出された外国人が急増している現状や生活保護申請を行なっ

た報告がされた。更に、通訳活動している河村アウロラさん、西岡ルイサさんの二人から報告が

あった。ルイサさんからの報告は、外国人には日本の年金、健康保険、特に雇用保険等の仕組み

がよく分からないので教えてもらいたいとの要望があった。日本語教室からは野澤さんの報告が

あり、最近は子供だけでなく、大人も日本語が分からない者が増えている。仕事の形態が外国人

だけで行なうことが増え、日本人と職場での交流がなく、日本語が上達しない環境があるとのこ

と。日本人と外国人の交流の場を積極的につくる必要が話された。 

会計報告は水野さんが行い承認された。役員選出では、従来どおりの体制が承認された。（会長

尾高、事務局長堀、会計水野、幹事兼会計監査水口、百瀬、御殿場地区責任者河村）また、通訳

相談員としてアウロラさん（８月帰国予定）、新しくルイサさん（熱海在住）が加わることになっ

た。 
活動方針としては、内容点検が途中でストップしている多言語救援カードを完成させることや、

去る５月２３日の「ラテン音楽コンサート」ではアミーゴス後援として行ったが、外国人との文

化交流として、今後は積極的に取り組むことも提案された。また、通訳相談活動として、今まで

殆どボランティアで行なっていたが、個人の的負担も大変になり、活動報告書提出と引換えに、

実費＋アルファーの活動費支出が提案された。予算案の提案・承認の後、この「活動費支出問題」

については、質疑の中で、原則はボランティアであるべきだとの意見も出され、活発な意見が交

わされた。結果は役員へ一任される形になった。 

 

 第２部では、移住連事務局から高谷幸さんの「入管法と外国人労働者」についての講演を聞い

た。内容は、現在、政府は入管法の改正を検討し、在日外国人の管理強化を狙っている。これは

国が在留外国人の情報を一元管理することで、非正規滞在者の取り締まりを強化する目的である。  

従来、国が入国や在留許可、市町村が外国人登録証を管轄していた。情報が一元化されていな

かったとして、改正案では、外国人登録制度を廃止し、３カ月を超えて滞在する外国人に対し、

新たに法務省が「在留カード」を発行する。カードは偽造防止用のＩＣチップ付きで、顔写真や

氏名、国籍、住所、在留資格、有効期間のほか、就労できるかどうかも明記。不法就労者を一目

で見分けられるようにしているという。 在日韓国・朝鮮人の特別永住者には、「特別永住者証明

書」を発行する。 

 いずれも常時携帯を義務づける。変更の際は入国管理局への届け出義務があり、１４日以内と

され、９０日を超えると在留許可が取り消される場合がある。あわせて、住民基本台帳の対象に

外国人を加える住民基本台帳法改正案も準備されている。 

 低賃金労働などのケースが問題になっていた外国人研修制度では、新たな在留資格「技能実習」

（最長３年）を作って、実務研修時の企業との雇用契約を結ばせることで、労働基準法や最低賃

金法など労働関係法の適用を可能にするということである。 

カードを偽造した場合は１年以上１０年以下の懲役など罰則を設ける。さらに雇用先や通う学

校から情報提供を受ける仕組みをつくり、非正規・正規滞在者への硬軟分けた、在留管理を一層

強化する方向であるとの内容の話しであった。 
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＜活動報告＞ 
４月 ２日 長泉町役場に外国人５名と一緒に行って、定額給付金（１万２千円）の手続きを行

なった（アウロラ）。 
４月 ５日 電話で依頼を受け、相談の為、小田原に住んでいるエリザベスに会いに行った（ア

ウロラ）。 
４月６ 日 タイマの戸籍謄本の件で、沼津市役所に行った（アウロラ）。 
      I さん福生病院 院長の診察に同行、今後の生活のアドバイスを受ける（河村）。 
４月７ 日 比人 M さんの長男 R 君の御殿場高校入学式に同行。授業料の減免についての申請

書類を受け取る（河村）。 
ペルー人のビーマのために沼津に行った。日系ペルー人の夫が６８歳で死亡した（ア
ウロラ）。 

４月１０日 ブラジル人Ｆさんと静岡人国管理局え行く、通訳Ｂさん同行。在留資格について難
しい判断を求められる（河村）。 

４月１２日 ペルー国籍の M さんの労働相談。神奈川県秦野市の派遣会社を解雇された。湘南ユ
ニオンに交渉依頼、解決した。 

４月１３日 御殿場でボリビア人のマルタ・サンチェと出会った。スナックで働いている（アウ
ロラ）。 

４月１４日 ３名のペルー人、２名のコロンビア人のために県営住宅の申込手続きをした（アウ
ロラ）。 

４月１６日 ボリビア人、ダビットとハローワークに行った。３０万円の帰国旅費の相談。ただ
し、日本に再入国できなくなる。午後３時より事務所で、プエルトリコ楽団コンサ
ートの打合せ。神父より、ベトナム人研修生の問題について話を聞いた。 

４月１７日 コロンビア人も帰国旅費をもらいたいと言うので、案内、１ケつき位待ってほしい
といわれた（アウロラ）。 

４月１８日 フィリピン人Ａさん、逮捕されたことに付いて、事情を聞く（河村）。 
４月２０日 ペルー人と当番弁護士に会いに行った。パキスタン人の主人が暴力を加えるので苦

しい。２時間余り話を聞いた（アウロラ）。 
フィリピン人Ａさんの仮放免申請に付いて、理由書の作成（河村）。 

４月２１日 フィリピン人Ｒ君の授業料減免申請書、御殿場高校に提出、受理。（河村） 
４月２２日 ペルー人、Ｈさんと事務所で話し合った。仕事、お金、アパートが無い。ボリビア

人の友人の家で支援してもらっている＜寿町＞（アウロラ）。 
４月２７日 ドミニカ共和国Ｋさんにプリペード式携帯電話を持たせる。ペルー人のＮさんと静

岡の入管に行った。オーバーステー、帰国したいので、帰国手続きを手伝った（ア
ウロラ）。 

４月３０日 フィリピン人Ｂさん、母子家庭申肺のため、御殿場市役所へ行く。提出書類精査、
長男Ｒ君の出生証明に付いて１ヶ月以内の書類を再提出を求められる。（河村） 

５月 ８日 アミーゴス例会（変更）、６月７日の総会について連絡する。 
Ｒ君の出生証明を受領の為、フィリピン大使館同行。（河村） 

５月 ９日 Ｋさんにお寺の草刈の仕事が入る。カトリック信者の日本人男性Ｗさん、仕事を解
雇され、預貯金を食いつぶし、無一文になり、教会に救援依頼。 

５月１２日 Ｋさんに樹木伐採の仕事が入る。 
５月１１日 高原さんが、U 氏が土曜日から教会の宿泊所で泊まっており、箱根町の旅館で働い

ていたが解雇され、お金も使い果たしてここに来た。カトリックの信者でもあり救
援しているとの話し。３時過ぎに相談予定。３時過ぎアミーゴス事務所に戻り、U
さんの生活保護申請用紙に記入して、三島市役所生活保護課に相談、申請書類を提
出、正式には４月分の給料が入る１５日以降に受付をする予定。 
Ｒ君の御殿場高校授業料減免の認可を受ける。（河村） 

５月１４日 フィリピン人Ｂさんの転居に付いて協力（河村）。 
５月１６日 市役所生活保護課の担当者から日本人Ｕさんの件で電話、大宮町のアパート契約で、

本人確認の連絡先がない等の話。１８日、9 時半頃、役所で相談予定。 
５月１８日 生活保護担当者とＵさんの件で話す。Ｕさんのでアパートの件で、緊急連絡先に署
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名する。 
５月２０日 ドミニカ共和国、Ｋさんの件で富士市役所に行く。生活保護課でＫさんの生活保護

申請をする。 
５月２１日 三島市体育館北側、壱町田に行く橋の下で、ホームレスとして生活していたブラジ

ル人２世は近所の人の通報で、警察官から立ち退くように言われた。行くところも
なく、途方に暮れていたところ、アウロラさんの通訳で話を聞いた。その後、５月
２２日から、三島ユニオン事務所に仮住まいすることとなった。 

５月２２日 Ｂさん転居届御殿場高校に持参、市役所にて住所変更届け（河村）。 
５月２３日 日本人Ｕさんは大宮町のアパートに移動、プエルトリコの楽団 TUNAMERIKA

（トゥナメリカ）コンサート。 
５月２７日 富士市の生活保護課の担当者がＫさんの居住状況を調べに来た。ブラジル人のＥさ

んを市役所の保護課に行き、相談する。 
フィリピン人Ｓさん（仮放免許可申請に付いて、カサ、デ、アミ一ゴス、依り借り
た供託金 200,000 円）毎月 5,000 円ずつ返済させて貰いたい、との意向。第１回目
として 5,000 円持参。河村名にて受領書発行。（河村） 

５月２８日 ボリビア国籍のＦさん労働相談、アウロラさんが通訳。４時過ぎ、Ｅさんのアパー
ト入居について大家にお願いする。家賃を払えば入居可能。 

５月２９日 Ｅさんの生活保護申請の件で、役所に行く。 
６月 １日 Ｋさん、Ｅさんと一緒に壱町田の神山アパートに行く、大家にＥさんの入居承諾書

を書いてもらい、部屋を借りることにする。E さんは今日から神山アパートに越す。 
６月 ２日 生活保護課にＥさんの家主承諾書を提出する。 
６月 ３日 富士市役所からＫさんの寝具の請求用紙が届く。ボリビア人のＦさんと友達のＨさ

んが尋ねてきて、雇用保険の連絡が無いと訴える。派遣会社マトナに連絡すると泡
根氏がハローワークに雇用保険を申請中で、１ケ月くらいかかるという返事。 
ペルー人御殿場市営住宅人居者募集に付いて、申し込み書の書き方について市役所
住宅課に同行（河村） 
富士市役所から K 君の寝具の請求用紙が届く。ボリビア人のＦさんと友達のＨが尋
ねてきて、雇用保険の連絡が無いと訴える。派遣会社に連絡すると、ハローワーク
に雇用保険を申請中で、１ケ月くらいかかるという返事。 

６月 ５日 ボリビア人 R さん、御殿場市営住宅申込のため住宅課同行（河村）。 
６月 ８日 ペルー人Ｆさんの雇用保険申請の件で尾高と高原さんの４人で相談する。Ｈさんの

帰国問題で、帰国手順について大使館に行き手続きをする必要、その際は、アウロ
ラさんが付き添い、交通費、申請代等は支援予定。その後、正式に帰国できるなら
ば旅費支援を検討する。Ｆさんと、沼津のハローワークに行き、午後１時から雇用
保険需給手続きをする。 

移住労働者と連帯する第７回全国ワークショップ（参加予定：堀、水野、高原、西岡ルイサ） 

日時：６月１３日（土）１２時～１４日（日）１２時まで 
会場：福井県国際交流会館――――宿泊先：芦原温泉芦泉荘 
＜国際交流会館＞ 
〒910－0004 福井市宝永3 丁目１－１ 
ＪＲ福井駅から徒歩約10 分 
＊ 13 日の昼食は駅周辺でお済ませ下さい。 
 
＜宿泊施設＞芦原温泉芦泉荘 
〒910-4125 福井県あわら市堀江十楽1-10 
Tel: 0776-77-3200, Fax: 0776-77-3200 
JR 芦原温泉駅下車、「東尋坊方面」バスに 
乗換え「あわら湯の町駅」下車。徒歩5 分 
＊13 日-14 日の国際交流会館・芦原温泉間 
の移動は事務局でバスを準備しています。 

６月１３日（土） 
12:00 受付 
13:00～13:30 オリエンテーション 
13:30～14:00 地元報告 
14:00～14:45 基調講演 
15:00～17:30 グループ討論 
      「入管法改定と多民族・ 

多文化共生社会～私達の 
現場に何をもたらすのか」 

バスで宿泊場所に移動 
19:00～20:30 夕食 
20:30～   自由交流 
６月１４日（日） 
9:00～ 国際会館にバスで移動 
9:45～全大会 
11:45～12:00 まとめ、終了 


