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アカシヤの花も、いつの間にか散り、桜の葉が日陰を作り、みかんの花がこぼれ咲きし

て、よい薫りを放っています。水田の稲が、みどり   に成長してきました。そして「衣

更え」へと年の半ばと、月日は進んできましたこの頃、 
皆さんはお変わりなくお過ごしの事とお喜び申し上げます。折々に思うのですが、「心」

とは何かしら？と。どこにあるのかしら、心臓かな、頭かな？いや  体全体の血の中に

あるのかな？と思いめぐらすのです。そして心とは神様のおいでになる処？又、悪魔の住

居でもあるように感じることもあります。それこそ「眼に見えないものが心」だと独り言

をつぶやくこともあります。さて、皆さんは、どこに心があるか、ご存知ですか、教えて

頂きたいですね。 
最近、片づけをしていた時に書棚の一隅に【脳内革命】の本が目にとまりました。十数

年昔に読んだことを思い出し、読み始めました。何気なく頁をめくっているうちに興味が

わき色々なことをその書から学びました。その中で例の「心」について説明されていまし

た。 
１９８３年、今まで、わかっていなかった「心」と言うものの正体が科学の目で捉えら

れるようになったのは大きな進歩ではないでしょうかと書いてありました。この「脳内革

命」の著者は春山重夫医師、田園都市、厚生病院の医院長、この書は１９９５年６月５日

初版発行。 
人間の心と言うものは考え方によって制御できるということ。 

人の心は脳の中の脳幹、大脳辺縁系、大脳新皮質からなっていると考えられるのですが、

この心をつかさどる脳にエーテン（Ａ１０）という神経というものがある。別名快楽神経。

何か刺激を受けると私達に快感を生じさせ人間神経をつかさどる脳の働きまだまだ分から

ないことが多く 10％しか判っていない。とのこと、心で考えることは抽象的な観念などで

はなく、キチンと物質化されて身体に作用する。と・・・私にとって何が何だか分からな

いことばかりですが最近、脳波と幹脳の研究が盛んに行なわれいると耳にするのですが、

皆さん、とりあえず「病は気から」と言う諺も、その通りだそうです。 
プラス発送こそが心身にとって最高の薬となることが医学的、科学的に明らかになったと

の由。楽しいこと、嬉しいことを見つけながら、今日を生き、明日を迎えたいですね。 
（次号でまた続きを） 

                                 シスター尾高 
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URL :  http://msmcit.ddo.jp/amigos/ 
E-mail : casa-de-amigos@ny.thn.ne.jp 



 2 

愛のご協力御支援有難うございます、厚く御礼申し上げます。 
八木 ふさ江 様 
石川 千代治 様 
青木 初音  様 
赤塚 百合子 様 
牛島 めぐみ 様 
山田 恵三  様 
高橋 芳野  様 
鈴木 久子  様 
瀬川 百合子 様 
 

石川 清一  様 
成島 貞子  様 
戸津 政子  様 
藤沢 勝美・孝子 様 
遠藤 光子  様 
勝又 美代子 様 
前田 千鶴子 様 
公野 一恵  様 
成田 照美  様 
 

 
 
＜お知らせ＞ 
 
 ６月１２日（土）～１３日（日）移住連・全国大会が仙台であります。 
 ６月１９日（土）アミーゴス総会、三島カトリック協会ホール 
         午後１時半～４時頃まで 
 ６月４日（金） 午前１０時、聖心会日本管区長（長野 興子さん）が、カサ・デ・ア

ミーゴス事務所を訪問、シスター尾高をはじめ会員と歓談。 
 
  
 
 
 
 
 
 
                   
 
＜活動報告＞        ――― 三島地区 
５月１８日 パキスタン人のＣさんの労災の件で団体交渉 
５月２１日 アミーゴス三島地区例会、参加者は尾高、百瀬、高原、水口、水野、堀の６

人。水野氏が会計報告をする。移住連の全国大会参加予定は河村、水口、百

瀬、堀の４人の予定。６月１９日、総会、１０月頃４団体交流会、１１月頃

２０周年記念大会等の検討。 
５月２８日 コロンビア人のＭさんの相談、ルイサが連れてきて、尾高と堀が話しを聞く。 
      入官に難民申請している。現在、仮放免。身元保証人及び生活援助を求めら

れる。 
 

管区長は背面中央 間区長は中央 
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【カサ・デ・アミーゴス ２０１０年度総会のご案内】 
 ---どなたでも参加できます！ご気軽にご来場下さい！--- 

日 時：６月１９日（土）午後１時３０分～ 
会 場：三島カトリック教会（１階ホール） 
１．第１部 総 会（１：３０～） 
２．第２部 講演会（２：３０～） 
講演：「外国人研修生問題のホットな話題」 
講師： 許 奕雷(キョ エキライ)（日本大学非常勤講師） 
連絡先：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  U R L:http://msmcit.ddo.jp/amigos/ 

E-mail: casa-de-amigos@ny.thn.ne.jp 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜移住連情報誌 2010/5 月号 「気になる新聞記事」から＞ 
 
★中国人研修生と研修手当で和解／富山 
 高岡市の織物メーカーで働いていた中国人研修生の女性５人が研修手当（給与）や残業代が低すぎる
などとして、高岡労働基準監督署に是正勧告するよう申し立てていた問題で、両者で和解が成立してい
たことが４日、わかった。研修生を支援する「外国人研修生権利ネットワーク・福井」（福井市）が発
表した。 
 それによると、和解は１月 26 日に成立し、同社は研修手当の不足分や帰国費用など１人あたり 210
万円を支払う。 ５人は 2006 年 11 月に来日し、09 年１月まで週６日、８時間勤務と４時間の残業を
こなしたが、１ヵ月の手当の手取り分は６万円で、強制的に貯金させられて実質支給は３万円と残業代
（時給 350～450 円）のみだったという。 
 また同団体によると、富山市内の電子部品組み立て会社で働いていた別の中国人研修生の女性（26）
が、富山地裁に未払い賃金などの支払いを求める労働審判を申し立てた問題で、富山地裁は昨年 12 月
２日、同社に対し 180 万円を支払うよう命じた。 
                              ［読売新聞 2010 年３月５日］ 
★中国人研修生「不当解雇」和解 
２人に 540 万円／東京 
 研修生として来日したのに過酷な労働を強いられ、不当に解雇されたとして、中国人男性２人が金属
加工販売会社「奉和商事」（八十八商会に社名変更、中央区）に未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟
は 11 日、東京地裁（渡辺和義裁判官）で和解が成立した。原告側弁護士によると、同社が２人に計 540
万円を支払う内容。 
 ２人は溶接作業の実習目的で受け入れられたが無休で働かされたと主張。 １年後に正式な労働契約
を給んだが賃金が一部しか支払われず、請求すると解雇されたと訴えていた。 
                              ［毎日新聞 2010 年３月 14 日］ 
★労災死で書類送検/和歌山 
 御坊労基署は 17 日、資格のない中国人研修生に玉掛け作業をさせたとして、北村鉄工(湯浅町吉川)と 
同社の吉備工場長(60)を労働安全衛生法違反容疑で書類送検した。 
 発表によると、同社と工場長は昨年 5 月 11 日、有田川町奥の吉備工場内で、玉掛け作業の資格のない
中国人研修生(当時 33 歳)にクレーンで玉掛け業務をさせた疑い。この作業中に、仮置きした H 型鋼が
倒れ、研修生か挟まれて死亡した。 
                                   [読売新聞 2010 年 3 月 18 日 1 
★「解雇権乱用」を認定/中部 
 中国人の女性研修生 5 人が、三重県四日市市の縫製加工会社「三和サービス」に、残薬代や未払い賃
金などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決が 25 日、名古屋高裁であった。高田健一裁判長は、研修生
を事実上の労働者と認定した 1 審・津地裁四日市支部判決を踏襲した上で、残業代など約 280 万円の支
払いを命じた 1 審判決を変更し、「解雇権を乱用した」として、解雇後の賃金を含む計約 900 万円を支
払うよう命じた。 
                                    [読売新聞 2010 年 3 月 26 日] 
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第 8 回 移住労働者と連帯する全国ワークショップ・仙台 
日時：2010 年 6 月 12 日（土）13:00 ～13 日（日）12:00 
会場：仙台市戦災復興記念館 
    JR 仙台駅から地下鉄泉中央行きで１分、広瀬通駅で下車 

    西４番出口から徒歩１０分 

    〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目 12 番 1 号 TEL.022-263-6931 

          ＜仙台市戦災復興記念館地図＞ 

■宿泊施設：茂庭荘 
〒982-0251 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西 143-3 
TEL:022-245-5141   http://www.moniwasou.jp/ 
■参加費 
●12・13 日の参加（宿泊費と２食込み） 
 移住連会員（加盟団体の会員含む）12,000 円・非会員  

13,000 円（当日入会可） 
●12 日のみの参加 （参加費） 1,000 円 
＊保育サービス有（有料、要予約）、通訳有（言語は要 

相談） 
＊申込締切：5 月 30 日（日）  ６月５日（土）以降 

は宿泊キャンセル料有り 
＊先着 100 名様まで 
＜プログラム＞ 
■6 月 12 日（土） 
12:00 受付開始 
13:00 オリエンテーション 
   国会議員挨拶 郡和子衆議院議員（民主）・今野東参議院議員（民主）＜予定＞ 
13:30:14:45 シンポジウム「政権交代と移民政策」 
   移住者をめぐる政策の動向：旗手明さん（自由人権協会） 
   現場から：ラテンアメリカ労働者の現在：村山敏さん（神奈川シティユニオン） 
   現場から：東北の移住者支援活動の現在：西上紀江子さん（山形国際ボランティアセンター） 
   司会：挽地康彦さん（移住連） 
15:00-17:30 分科会 
   入門・女性・入管法・研修生・医療・国内人権機関 
（茂庭荘に移動） 
19:00 夕食・交流会 
21:00 自由交流、分科会（「貧困」ほか有志） 
 
■6 月 13 日（日） 
（戦災復興記念館に移動） 
9:45 全体会 
（分科会討論内容発表・全体討論） 
11:45 まとめ 
12:00 ワークショップ終了 
-------------------------------------------------------------------------------- 
■主催・お問い合わせ：移住労働者と連帯する全国ネットワーク 
  東京都文京区小石川 2-17-41 富坂キリスト教センター２号館 203 号室 
  TEL: 03-5802-6033 FAX: 03-5802-6034 
  e-mail : fmwj@jca.apc.org 
   


