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 夏休みに思いをめぐらす候となりました。皆様如何お過ごしでしょうか、お伺い申し上げます。 

８月は例年のように「休み」を頂きたいと思います。「休み」を頼むほど、仕事はしていないので、

はばかりながら遠慮しいしいお願いします。８月の例会も会報も休んでいったい何をしたい私なのでし

ょうか？ 

何か楽しい日々を過ごしたいなあーとつぶやいています。「楽しい日々ってなんだろうか・・・」こ

んなことを思うだけでも、何と幸せな恵みにたっぷり浴していることかに気づき、ありがたく思います。 

先月から学んでいる「脳内革命」の書物の中に今もとりこになっています。『人生を愉快に生きれば

若々しく健康で病気にも無縁で長く生きる』と春山茂雄医師は記しておられます。そして「脳内モルヒ

ネの存在は神が正しい人々にくれたご褒美だ」とのこと、私もそんなご褒美を頂きたいなあと、祈り願

っています。生きる楽しみを再発見したいとおもいます。 

「心で考えることは抽象的なことではなく、きちんとした物質があることだと分かりました」と言っ

ておられます。それは脳内モルヒネと呼ばれる「ホルモン」なのです。 

脳内モルヒネは血管の収縮を元に戻し血液がサラサラと流れるようにする効果があり、成人病の大半

は血管の目詰まりが原因だから、脳内モルヒネには成人病を防ぐ効果もあります、と。 

前向きに、あ々幸せだ、嬉しいな、恵まれているなあ、という風なとらえ方をすると、つまりプラス

発想をしていれば、老化と病気の最大の敵をやっつけることもできるのです。 

例えば、子どもがぬかるみで転んだとします。その時、自分の着ているものが汚れても助けてあげる

人もいれば、一方で知らん顔をして通り過ぎる人もいます。助けてあげた人は文字通り自分が泥をかぶ

り、他人に尽くしたのだから、どこから見ても立派な行為です。これも自分の脳がこれを求めた結果に

他ならず、求めたからには実行してよい気持ちが味わえたのです。助けようとしなかった人は、脳が求

めなかったのです。求めないのに義務感･責任感でやれば、結局、自分が損をするのが分かっているか

ら助けようとしないのですが、そういう人は結局、神から褒美がもらえない人たちです。 

 愛する子どもや妻、恋人、または組織のためと思えば、辛い事をやっても快感が得られる時、脳波は

α波になり、β波エンドルフィンがコンコンと分泌される。記憶力の向上も、人間関係を平和に保つに

も、又、やる気や忍耐力、創造力を発揮するのも、βエンドロフィンが関係します。人間の精神のすべ

ての営みは好循環にもっていくか、悪循環にもっていくかはその人の考え方にかかっている。 

何故そうさせるのか、そのメカニズムは分かっていません。どんなに、嫌なことがあっても事態を前

向きに肯定的にとらえると、脳内には身体に良いホルモンが出る。どんなに恵まれていても、怒ったり

憎んだり、不愉快な気分になると、身体に良くない物質が出てくる。それは脳内ノルアドレナリンが分

泌される。それはものすごい毒性もあります。何か辛いこと、苦しいことに出遭った時は嫌だと思って

いると、ノルアドレナリンが出てきますが、じっと耐えて、ある段階を乗り越えると、脳内モルヒネが

出てきて、敵をやっつけて助けてくれます。 
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 人生の生きる全ての営みを良い方へもっていくか、悪くしてしまうかは、その人の脳内モルヒネをど

れだけ出すかにかかっています。２１世紀の健康法や医療の最大のターゲットは脳内モルヒネになると

私は確信しています。との事・・・。 

「いやだなーと精神的にマイナスに受け止めること、例えば、不安、心配、欲求不満や他人を羨ましが

ったり、劣等感はストレスの最大の敵です。」ストレスの研究によって、病気というものが、いかに心

と深くかかわっているかが分かってきました。心ということになると個人だけでなく、社会環境が人々

の健康に与える影響は大きいのです。そのストレスを中和するのはリラクセーション即ち、瞑想です。

瞑想の目的は脳波をα波にすることです。これは非常に幸福感をもたらします・・・との事です。 

 ほんとうかな？うそかな？と思いめぐらしながらも、私は春山医師の書に、吸い込まれるような引力

を感じています。これが、私の夏休みの宿題です。身近に出来ることを、少しずつやってみたいなーと

楽しみにしています。 

 去る、６月１９日、アミーゴスの総会には２８名の方々がご出席下さいましてまことに有難うござい

ました。神からたくさんのご褒美がありますように。 

                                     シスター尾高 

――――――――――――――――――――――――――――― 

★ アミーゴス２０周年記念 原稿のお願い  
来る秋頃、カサ・デ・アミーゴス２０周年のお祝いを行いたいと企画しております。８月中旬から下

旬までに、記念誌発行のため、２０年間に皆様の感じていらっしゃることを、何でもお書き頂けますよ

うにお願いし、期待しております。字数の制限はございません。どうかご協力くださいますよう、是

非々々、お待ちしております。 

あて先は、アミーゴス事務所（三島市緑町 12-4 三島カトリック教会内 カサ･デ･アミーゴス）。 

神がそれにたくさんご褒美を下さいますように。 

 

◎お詫び  先月発行しました、会費振込み番号の書き方を間違えていました。再度、郵便振替の用

紙を同封させていただきます。お許しくださいませ。 郵便振替：００８９０－２－２４７３ 

 

☆ 会費納入や、あたたかいご支援のご寄付を有難うございました。 
鈴木 二海子 様 
佐々木 資郎 様 
武藤  滋  様 
百瀬  秋彦 様 
水口  英男 様 
小澤  輔夫 様 
花山  勝重 様 
覚本  直人 様 
八木  ふさ江様 

桃田  久男 様 
岡本  美子 様 
堀   考信 様 
秋山  政治 様 
河村  光人 様 
水野  義夫 様 
野田  陽子 様 
土屋  佑介 様 
藤巻  ひふみ様 

鈴木 百合子 様 
二宮  英子 様 
高原  静子 様 
渡辺  裕子 様 
尾高  良子 様 
太田  照男 様 
鈴木  透  様 
中村  亮子 様 

＜お知らせ＞ 
例会  御殿場地区――――― ７月１８日（日） 午後３時１５分 

    三島地区 ――――― ７月２３日（金） 午後７時から 

８月１日～３１日迄  連絡先 

 尾高 良子  裾野市桃園１９８     電話：055-993-7120 

 堀  考信  三島市徳倉８１３－３   電話：055-988-1926 

 河村 光人  御殿場市二枚橋５０－１５ 電話：0550-83-5637 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜御殿場 活動報告＞ 
４月２７日  ペルー人Ｈさん交通事故に依る再手術に付いて打ち合わせ、東京海上Ｍさんに連絡。 
５月 ２日  フィリピン人Ｊさん、夫と離婚（ボリビア人）二人の子供、Ｊ君（御小６年）Ｔ子（御

小４年）に付いて相談を受ける。 
５月 ７日  フィリピン人Ｒ君在学中の御殿場高校ＰＴＡ総会に出席、平成２１年度文化、体育、事

業について説明を受ける、(ＡＲＤＦ競技）に付いて国際大会がクロアチアにて行はれる。 
５月１０日  フィリピン人Ｒ君が前記ＡＲＤＦ競技の代表に選ぱれ、国際大会に参加する為、開催国

クロアチア大使館とビザ発給について打ち合わせ、申請書類の送付を受ける。 
５月１２日  クロアチア大会参加の手続に付いて、旅行会社日旅トラベルＫさんと打ち合わせ。 
５月１５日  フィリピン人Ｊさんの二人の子供に付いてアルゼンチンのＬさんと面談、 
５月１７日  フィリピン人Ｒ君の第１５回ＡＲＤＦ大会参加について（社）日本アマチュア無線連盟

と打ち合わせ、参加負担金送金、 
５月２５日  フィリピン人Ｍさん、長男Ｒ君の在留資格更新許可申請書類の作成。 

２６日  前記更新手続添付書類作成。 
６月 ４日  聖心会日本管区長Ｓｒ長野、迎えの為三島駅行、Ｓｒ尾高同行。三島事務所にて管区長

を迎え現況報告、その後管区長、裾野聖心女子学園に送る。 
６月１４日  フィリピン人Ｍさん、Ｒ君の在留資格更新手続の為、静岡入管に行く。 
６月２０日  三井よりＦＡＸにて１月２９日と連絡。 
６.月２１日  Ｎさん介護老人施設入所に伴い、電気、ガス、電話、水道、ＮＨＫ、各所契約終了に付

いて連絡。待つ。 
６月２６日  フィリピン人Ｍさんの弟の件について、現在名古屋入国管理局に拘留中、仮放免申請理

由書作成に付いて、新たな理由を聞き、再作成する事を約す。その理由に付いて、御殿
場市社会福祉課と事実確認をする。 

 
＜三島活動 報告＞ 
６月１２日  移住連全国大会参加 車で仙台行き 参加＝尾高、水口、百瀬、堀 
  １３日  移住連全国大会参加  
６月１４日  パキスタン人Ａさんの件で、ＡＭ社に団交申入れ郵送（三島ふれあいユニオン） 
６月１８日  ＡＭ社の団体交渉。①労災の障害問題では、会社側は、労働者側過失割合を求める、会

社側が１００％悪いとは言えないと主張。②休業補償については６０％までとの回答。 
③傷害補償は労基署の判断待ち、結果が出て話し合う。④慰謝料については、労働者過
失割合を検討し、また、障害補償の認定を見て検討する。会社側は、労基署判断が遅れ
るようなので、休業補償については早めに決着をつけたいとの希望を表明。 

６月２７日  フィリッピン母子Ｍさんから電話。別れたＤＶ元夫が６月上旬、自宅に来て暴れた。現
在生活保護受給。Ｍさんは離婚した元夫の子供が来月出産予定。役所の担当職員は、Ｄ
Ｖ男がまた来ると困るので市外の母子寮に引越すようにいわれたが、出産や子どもの学
校の件で移動したくない。出産に伴いフィリッピンから母親が来る予定だが、役所の指
示に従わなければ、生活保護は打ち切りになるかも知れないので困っているという。 

６月２８日  ９時過ぎ、Ｍさん件でＧ市役所に出かける。本人を交え、役所の担当者と相談。接見禁
止処置を裁判所に申請することや、ＤＶでもしものことがあると危険だから役所の担当
者の指示に従うように説得。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜６月１９日 アミーゴス総会 報告＞ 
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―――司会（水口） 

PM１時３０分～２時３０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） 

日本語教室―――（野沢さん＆日大生） 
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清水町と三島市の放課後児童支援 
＜野澤洋子報告＞  
清水町の公民館で放課後の学習支援や日本語支援をしてきました。今年度から、学校の受け入れ

態勢が整い、授業に入って、分からない言葉を教えたりなどの補助をしています。 
算数の授業では、周りを見て、外国籍ではなくても、理解の遅い児童には働き掛けをしています。
先生方の受け入れの姿勢で、やりやすさが違ってきます。今後は、その点が課題となると感じまし
た。三島では、放課後クラスを昨年の冬から続けています。三島北小の地域連携室で、毎週１回開
いています。今はプールがあるので、子供たちが疲れており、１時間ではありますが、集中をどの
ように維持するかが課題です。どちらも短い時間ですが、日本語においても、コミュニケーション
の幅を広げるということにおいても、積み重ねることで、少しでも、良い結果を得ることを願って
います。 
 

  日大日本語教室 日本大学国際協力部アモール  
＜リーダー 長内淑江 報告＞ 
毎週土曜日に教会の一室をお借りして、在日外国人の子どもたちに日本語を教えたり、学校の勉

強のわからないところを教えたりしています。また、７月には七夕パーティー、１２月にはクリス
マスパーティーをして交流しています。現在は、パラグアイ出身の小学２年生１人、３年生１人、
フィリピン出身の中学１年生２人、中学３年生２人の計６人の生徒が来てくれています。近くの小
学校などに宣伝して生徒を増やすことや、活動場所の拡大に向けての活動もしています。 

 
・会計報告―――― 水野 

２．第２部 講演会 

PM２時３０分～３時３０分 

講演：「中国人研修生の労災傷害と賠償交

渉」孫氏の賠償勝訴のケースを中心に 
講師：許 奕雷(キョ エキライ)  
（日本大学非常勤講師） 
１、中国の海外出稼ぎの政策と現状 
２、日本における中国人研修生の労災傷 害 
３、孫氏のケーズ、 
  １．状況 
  ２．交渉 
  ３．裁判 
  ４．結果 
４、問題、教訓、経験、課題 
 （１）会社側 
  １．会社側の傲慢な態度と及び従業員に対する冷
たさ 
  ２．中国人研修生へのずさんな管理体制 
  ３．会社側の怠慢な対応と対処能力の欠如 
 （２）中国人研修生側 
  １．自己権利擁護の意識 
  ２．助けを求める重要性 
  ３．諦めない心構え 
 （３）支援体制と処理経験の問題 
  １．中国人研修生あるいは外国人研修生に対する
組合などのアピールが不足 
  ２．通訳人材の不足 
  ３．組合側などの経験不足による消極性 
 （４）今後の課題 
  １．会社側と中国人研修生側を調停する第三者の
必要性 
  ２．日ごろの会社側と中国人研修生側への安全生
産意識の増進 
  ３．日本の法律知識の中国人研修生・外国人研修
生への普及 
  ４．外国人研修生の地域社会との交流の増進 
 
３．交流会 ＰＭ３時３０分～ 
 


