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２０１１年度 カサデアミーゴス総会報告 
 ６月１１日（土）２０１１年度、カサ・デ・アミーゴス総会が三島カトリック教会１階ホールで行わ

れた。今年３月末で２１年間、アミーゴス代表を務めてきたシスター尾高が怪我と高齢で退任した後、

初めての総会となった。例年のような参加者があるかどうか心配されたが、事前に教会関係者やマスコ

ミ等に記念講演会のチラシを配布したことで、新聞社の取材や外国人の参加もあり、３０人を超す参加

者であった。第１部の総会は午後２時から始まり、下記のプログラムで行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この総会では、シスター尾高の引退に

伴い、昨年までアフリカで活躍されて、

この４月から不二聖心女子学園に赴任さ

れたシスター寺田が参加された。シスタ

ー寺田には今後、アミーゴスの活動の応

援を頂くことになった。 

 役員体制は、引き続き会長代行として

高原さんが当たり、シスター寺田は世話

人の中に入ってもらうこととなった。 

 活動報告では外国人の相談件数が減っ

てきたこと。毎週土曜日、日大生が行っ

ている外国人子供たちを対象とした日本語教室への参加が減っていることなどが上げられた。今後の活

動として、日大生との懇談会を持ち、日本語教室への子供たちの働きかけを具体化する。また、東部近

辺での外国人の生活実態を調べ、今までの待ちの姿勢から、外国人生活者が具体的にどんな問題で困っ

ているかを把握することに努めることとした。 

事務所：三島市緑町 12-4  
三島カトリック教会内 代表代行 高原 静子 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-981-3599  
URL :  http://msmcit.ddo.jp/amigos/ 
E-mail : casa-de-amigos@ny.thn.ne.jp 
郵便振替：00890-2-2473 

カサ・デ・アミーゴス 
２０１１年度総会＆記念講演 
日 時：６月１１日（土）午後２時～ 

会 場：三島カトリック教会（１階ホール） 

総会及び講演会 式次第 

１．第１部 総会―――司会（水口） 

PM２時００分～３時００分 

・アミーゴス代表代行挨拶―（高原） 

・参加者 簡単な自己紹介 

・活動報告――――（堀） 

・日本語教室―――（野沢さん） 

・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 
PM３時００分～４時３０分 
講演：「改定入管法と外国人の現状」 
講師：佐藤 信行氏 
（立教大学兼任講師、移住連運営委員、在日韓国人問題研究所〔RAIK〕所長）

       質疑 
  ３．交流会 ＰＭ４時３０分～ 

佐藤 信行氏は、在日大韓基督教会付属の在日韓国人問題研究所（RAIK）所長、
立教大学兼任講師のかたわら、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会の
事務局、移住労働者と連帯する全国ネットワークの運営委員。 
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記念講演：「改定入管法と外国人の現状」 講師：佐藤 信行氏 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――― 暖かいおこころのこもったご支援有難うございます。―――――― 

 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜お知らせ＞ 

７月２９日（金） 午後７時００分～  三島例会 

７月中旬～下旬----日大生日本語教室（ファミリア・アモーレ）との懇親会予定＜日時未定＞ 

 （注）御殿場支部の会合は未定 

＜活動報告＞ 
 ６／１（水） 
午後３時から加茂川町教会で澤野伝道師から連絡のあったアルゼンチン女性の無国籍の子供の相談。国籍取得のため、別
れた元夫の認知が必要との相談。 
 ６／２（木） 
午前１１時頃過ぎ、幸原郵便局からアミーゴス口座に会費とカンパを入金する。役所に行って記者クラブにアミーゴスの
講演会案内チラシを配布。午後６時頃、御殿場の K さんから電話がある。アルバイトだけれど仕事が見つかった。５月
３１日から働いているとのこと。 

5/16 赤塚百合子様 

5/25  浅川 隆子様 

5/26 高原 静子様 

6/ 7  桂  正枝様 

6/11 小澤 輔夫様 

 

6/11 水口 英雄様 

堀  考信様 

水野 義夫様 

百瀬 秋彦様 

渡辺 裕子様 

6/11 成島 貞子様 

杉山 和子様 

土屋 佑介様 

野田 陽子様 

花山 勝重様 

6/26 鈴木二海子様 

外国人のための、改定入管法Ｑ＆Ａ 
 
①中長期滞在者、②特別永住者 
③非正規滞在者・難民申請者 

2009 年に改定された入管法・入管特
例法･住民基本台帳法が、来年 2012 年７
月より施行されます。 
しかし残念ながら、その事実や内容が

外国籍当事者にもきちんと伝わってい
ません。そこで、この法改定問題に取り
組んできたＮＧＯが、今回の法改定を、
Ｑ＆Ａ形式でわかりやすく理解できる
小冊子を作成しました。 

 
 Mail:raik.kccj@gmail.com 

頒価１００円 FAX：03-3202-4977 
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 ６／３（金） 
午前中、H さんの件で、三島市役所市民課、法務局に国籍取得について手続き上のことを尋ねる。 
 ６／４（土） 
午前中、御殿場の河村さん電話。最近、体調がすぐれないのこと。 
 ６／９（木） 
午後２時からアミーゴス事務所で、ブラジル籍の J さんの相談、高原、桃田、百瀬、堀で話を聞く。娘が近づかない、
働きたいが仕事がない、紹介して欲しい等のこと。 
 ６／１０（金） 
朝、８時前、高原さんから電話で、ペルー籍 N さんの旦那さんが今朝亡くなったとの連絡がある。 
 ６／１１（土） 
カサ・デ・アミーゴス２０１１年度総会。朝、激しい風雨、午後から雨がやむ。１１時前に教会ホールで総会準備作業。
午後２時から総会が始まる。質疑では日大のアモーレ・ファミリアの学生との打ち合わせの会合を７月中に持つこと、連
絡体制を蜜にすることなど。また、シスター寺田には世話人をお願いする。総会の後、移住連運営委員、在日韓国人問題
研究所〔RAIK〕所長の佐藤信行氏による「改定入管法と外国人の現状」記念講演。 
 ６／１２（日） 
夜、移住連の名古屋大会での宿探し、予約を杉山さんにお願いする。 
 ６／１３（月） 
夕方、６時半から N さんの旦那さんの通夜。６月１４日（火）、三島カトリック教会で葬儀。 
 ６／１９（日） 
午後５時前に加茂川町教会で H さん親子とアミーゴス事務所で高原さんと合流し、サントムーンで西川ルイサ氏と落ち
合い、別れた元夫の父親に会いに行く。ＤＮＡ鑑定ではっきりすれば子供の認知はするとのこと。 
 ６／２１（火） 
午後２時頃、高原さんが茨城県の東日本入国管理局に身柄を拘束されたフィリッピン女性からアミーゴスに救援電話が入
る。入管に拘束された。衣類等の援助が欲しいとの事。衣類等を急ぎ購入し、送る。 
 ６／２４（金） 
午後７時からアミーゴス事務所で例会。参加者は高原、寺田、水野、小沢、水口、杉山の６名。アルゼンチン女性 H

さんの無国籍の子供の相談報告。N さんのその後の生活困難状況について報告。ブラジル系 J さんの相談。今後の相談
連絡体制について。日大生ファミリア・アモーレの日本語教室の件、野沢さんと相談予定。移住連報告、組織体制---世話
人等について。 
 

第８回 移住労働者と連帯する全国フォーラム・東海２０11に参加して 

 ６月１８日、１９日、中京大学名古屋キャンバスで、東海２０11 実行委員

会主催による全国フォーラムが開催され、移住者・移住労働者、移住者支援

団体員、労働組合員、研究者、弁護士、学生等 500 人を越える参加者が集い

ました。 

 アミーゴスは、水口英男さんの車で高速料金 1０００円最終週の道を走り、

小澤輔雄、許突雷、杉山知子、水野義夫、水口の５名（敬称略）が参加をし

ました。 

 大会初日は、全体シンポジウム（テーマ：リーマンショック後の東海地域から多文化共生の道を考える）

開催と、１６会場にわかれて分科会が開催されました。私たちは、労働分科会に小澤、教育に水□、ソーシ

ャルワークに杉山、反貧困に水野、そして今回はじめての「在日中国人」分科会に許が参加をしました。分

科会終了後は恒例の交流会、「東日本大震災で、日本を復興していくには定往者と移住者が協力していくこと

が大切です」と武者小路公秀さん（反差別国際運動）が挨拶、大震災犠牲者の方々に献杯の後、朝鮮舞踊や

フィリピン舞踊が披露され会場は大変盛り上がりました。次から次に出される料理・飲み物に、おなかは満

たされ、楽しく交流ができました。翌日は、田中宏さん（一橋大名誉教授）の記念講演「国・自治体・市民

が今やれること。多民族・多文化共生の道を創りだすために」とネットワークの鳥居事務局長の「東日本大

地震・南三陸町での支援活動と被災地報告」がありました。 

 今回の全国フォーラムは、次のような状況の中で、提起、報告、議論がされました。「リーマンショック後

の景気、雇用の悪化が継続する中、東日本大地震による採用取り消し、解雇など、日本人のみならす、移住

労働者にとっても、就労収入の減少、生計維持の困難、教育・医療・生活など生活レベルの低下を余儀なく

されていること。 2012 年７月から実施が予定される改正入管法、「外国人登録証から在留カート制度への改
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正」は、移住者管理、監視をより強化するもので、住民登録をされる自治体の同じ住民でありながら、移住

者には在留カードの所持や就労・就学所属先の届出などを課することは、公平を欠き、人権侵害であること。」 

 最後に、大会に参加して私が見直ししたこと、感じたことです。移住者であるから、日本人でないから、

低所得、低賃金、就労困難、進学率低位などの格差や、また就労・就学所属先の届出義務は当然であるなど

とする現状は、移住者への差別、偏見です。日本国は、これからも移住者を特別扱いのもとで差別、格差、

偏見を持ち続けるのか、それとも多民族・多文化を携えた住民（国民）として共生の道を歩んで行こうとす

るのか。地域で顔をあわせ毎日の生活を送る住民として、また求められる住民自治、自治体の示す道行きと

将来の姿からは、その選択は明らかです。 

 

 追記 男子４名で宿泊先の栄町ネオン街を散策、あちこちから「フィリピン、若い子たくさんいるよ」の

掛け声。三島、沼津では見られない賑わい、フィリピンパプで国際交流の誘懇にかられましたが、財布の中

身が軽い私たちは、名古屋名物手羽先おまけ付とビールの、４人で 3､000 円コースを満喫しました。               

（ 記 水野 義夫 ） 

 

 2011 年 移住連フォーラム 
 6 月 18 日（土）・19 日（日）の 2 日間にわたり名古屋市で開催された「多民族・多文化共生の道を地域か

ら創り出そう」をスローガンに移住連労働者と連携する全国フォーラム東海 2011 に初めて参加しました。今

回は 8 回目を数える大会でした。 

 外国人労働者を取りまく環境は以前から厳しく問題になっていましたが、リーマンショック後の彼らへの

対応は更に悪化し、そして東北大震災が発生して追い打ちをかけるようになりました。そんな中での大会で

多いに関心を高め大凡 500 人程の関係者の方々が全国から集まりました。大会では、外国人労働（派遣労働

を含む）、子供の教育、医療等さまざまな問題を取りあげました。 

彼らには言葉・文化・宗教・慣習等の違いによりこれらが障害となり問題提起を多く発生させております。

そして「貧困」へとつながっているようです。 

 フォーラムでは、これらの問題に少しでも対応解消すべく、さまざまな事例を参考にして各分科会（16 分

科会）で具体的な課題について討議するものでありました。 

 初日はシンポジウム「リーマンショック後の東海地域からの多文化共生への道を考える」と題してリーマ

ンショック後の現状とこれからの取るべき姿を労働・教育・福祉などの観点から討論され、更には行政との

連携をどのように模索するかも問われました。 

 その後各分科会に分かれ、それぞれ討議がなされた。私は「労働」問題の分科会に参加することとしまし

た。 

 労働問題では 「労働には非正規はない・人間らしい権利を！」の標語が大きく教室の黒板に書かれ、い

かにも今の労働者の現状を表しているもので考えさせられた。 

① 職場解雇の実態・・・・・雇い止め問題 

② 技能実習生の現状・・・・在留期間問題等の実例が挙げられ討論された。 

3ｋ問題、残業未払い、最低賃金を守らない（低賃金で働かせ挙句問題にあげると即刻解雇）システムの

問題 1 次，2 次の受け入れ関係、管理費の天引き（50％）国際研修協力機構（ JITCO ）の存在…職業

訓練校に丸投げしている組織…天下り 労働基準督署・入管局の二面の指導監督が十分でない等が熱心

に討議、意見交換された。 

このテーマは外国人労働者にとって大きな問題だと考えこの分科会に出ましたが、何れも簡単なことで

はないことで有り、「雇用許可制」等で緩和されるべきではないかと思わるのですが。 

 フォーラムを通じて一口に言えることは行政も、会社も外国人労働者の問題提起に対しての対応の現

状は、施策・扱いも「ご都合主義」であることである。 

いずれにしても監督官庁の強い指導力と雇い主のモラルにかかっており彼らの意識改革がもっとも重要

であると感じました。現状を踏まえこれらを少しでも前進させるためには、直面する諸問題を真摯に受

け止め、関係する諸団体と連携を深め、真正面から一つ一つ向き合い関係者を説得するしかないかもし

れません。 

当事者もこの現実を捉え大事なことが忘れがちになっているのではないかと云うことを心にとめるべき
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である。 

我々も小さな一つの活動団体であるがこれらをふまえ、月に定例相談日を設け対応していきたいと思

います。少しでも彼らにとって明るさを取り戻せる社会環境になってもらいたいと思いました。 

               フォーラム参加者 アミーゴス会員 小澤 記 

 

第 8 回移住連 分科会  
ソーシャルワークより報告です。 

 

 今回、関東・東海からソーシャルワーク 4団体が各活動状況と具体的な成功例を報告しました。 

 その中からアミーゴスにも参考になりそうなポイントを、 

1.江南市国際交流協会 ふくらの家(代表 早瀬裕子さん) 

2.認定 NPO法人 難民支援協会(ソーシャルワーカー古藤吾郎さん) 

発表の実例から、以下に記載します。 

 

1. ふくらの家 早瀬裕子さんのご報告から気付いたこと  

  外国人という少数派を家族のように抱える団体は、自ずとマイナー意識で生活や諸活動の範囲を狭めがち。

しかし早瀬氏はむしろ自分から積極的に他団体等、外部に働きかけるのが上手なのが印象的でした。 一言で

表すなら「友好的巻き込み型」の活動です。  

 その具体的な特長は、団体交流会等で前に一度お会いした‥というくらいの縁でも、支援活動で必要とあ

らば「厚かましく、勝手に・すでにこちらは提携してる意識で」気負わず電話を掛けてしまう(早瀬さん談)。

結果として相手組織も友好的に動いてくれることが多いそうです。目的を同じくする仲間の意思を信用して、

過度にかしこまらず互いに連携・利用し合う体制を作るやり方です。 

 

参考：「ふくらの家」連携先例‐‐市役所各課・各係、地元の町内会、団地自治会、地区民生委員、市の各

学校、駐在所、労働基準監督所、簡易裁判所、ロータリークラブ、NPO子育て支援グループ、外国人医療セ

ンター 等への多岐に渡る声掛け  

 ・「ふくらの家」活動内容は、生活相談・学習サポート等、基本的にアミーゴスと同じ。 

 ・「家」の活動が活性化する理由のひとつに、上記のごとく他組織を巻き込むだけでなく、利用者を含め家

側からもお祭りのような地域イベントへ積極的に参加するやり方があります。 

 利用者さん側からはお盆や地元の祭りの時期など行事が催される際には、各お国じまんの料理ブースを出

展したり、近隣地域へ密着型の活動を積極的にし、とにかく地元の人達をいい意味で巻き込んで行きます。 

 仕事でも外国人だからと先回りして萎縮せず、可能な人は地元の小規模高齢者グループホームなどにも労

働力として加わる。他、地域サービスとして、近くの保育園のクリスマスにはサンタのコスチュームを着た

利用者さんを送り出し、楽しんでもらう。そのようなイベント時、もしスタッフが足りないなら近くの中学

に中学生のお手伝いボランティアを、学校を通してお願いする‥と、何につけ積極性があります。もちろん

拒絶されるケースもあるのでしょうが、少数派勢力のこちらも同じ居住者として地域に承認されて当たり前

‥という意識で、明るく友好的・かつパワフルに地道に行くのが功を奏しているようです。こちら三島で全

く同じように行くかというと、そういうことばかりでは無いのでしょうが、大いに参考になりました。 

 これをアミーゴスに当てはめ参考にすると、5 月 5日子供の日や 11 月の文化の日など、歩行者天国のある

祭典時には利用者さん共外国料理のブースを出展するなど、地元の人達にこの組織や外国人の存在を知らせ

る術(すべ)もあると思われました。近隣には中学校も幼稚園もあり、ふくらの家の例から行くと、限定的に

考えなければいずれ何らかのイベントで関わることも出来そうです。 

  存在アピールのためのブース出展やバザーなど、こうしたことはひとつひとつかなり面倒なのですが、

楽しみや僅かでも実益を兼ねて挑戦出来るなら、今後地域でこちらの存在を認識して貰うのに良い方法とな

るかもしれない‥と感じました。たまにはこのような活動も地道に入れながら、いずれは地元の方々にとっ

て共に生きる居住者として外国人が居て当たり前‥という、友好的な常識につながって行くと良いと感じま

した。 
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2.認定 NPO法人 難民支援協会(JAR) 古藤吾郎さんによる難民国保加入支援ソーシャルワークご報告から

要約 

 「申請時のメンタル作戦では、敢えて係の方に柔和な表現のコミュニケーションを使うべし」 

・難民申請に限った話ではないが、平素より難民申請や国保申請は通りにくい‥という経験から支援者は役

所の係の方に対して腹を括り、精神的にも戦闘体制で臨みやすい。 

 しかし、これは良い結果を出そうにも相手の方も無意識に身構えることになり、かなり損なやり方。 

・それゆえ「どうせ普通に言っても通らないのでは」と、最初からやり合う態度・心境では臨まない。むし

ろ「柔よく剛を制す」。敢えてこういう場用の「技」として、可能な限り断定的なきつい言い方を避けなが

ら、声も大き過ぎず柔和で気のおけない感じの会話をし係の方とオープンハートな信頼関係を作ること。ま

ずは技としてこれが肝要。 

・そして、晴れて利用者さんの国保申請が通ったときは、それが役所の係の方と共通の喜びになる程、心理

的に近しい関係を作るよう努める。その為には互いになるべく敬意を失わない姿勢で温和かつ本音で話せる

会話を可能な限り心掛ける努力をする。好意的な関係を作るには、こちらから謙虚に出向く回数もマメにす

ると良い。 

・活動上、止むなくやり合うケースも無論出て来るが、この友好的な姿勢に努めることで役所の方と良い関

係をつくり続けていく努力は忘れない。 

・まず大切なのは、会話する中で先方がプロフェッショナルであることへの敬意を示すこと(フォーマルな服

装も大事)。小さなことでも意識的に質問をしたりしながら、共に関わるこの案件への共感を高めていく。 

・役所にとっては非日常的ケースであるし、消極的な反応はむしろ当然のことを相手の立場で理解する。 

・そのうえで上記のように、お互いなるべく気分も良い関係性を保ち、申請について生産的な結果を出し続

ける為のコミュニケーション術を心掛けること。以上は、ケースバイケースながら支援活動にまつわる様々

な交渉術に通じると思われました。 

 

※申請時の役所との会話に於けるケーススタディー付き関連書籍 「外国人をめぐる生活と医療」(難民支援

者協会著)を 7月に入り amazonにて購入。備品として事務所に設置します。 

 以上が今回初めて移住連およびソーシャルワーク文科会に参加してみて、大いに「なるほど」と感じた点

です。 

 個人的には、日頃必要あって関わる人々とのメンタル的関わりから生産的な結果を引き出す方法である、

「対人関係を敢えて積極的に解釈することのもたらす力・人を信頼すること・良い縁を作ること・広げるこ

と」の重要性に関心が向きました。しばしば拒絶を感じることがあっても、必要とあらば現状解決のために

は確信的に連携作業なり行動をしていくこと。 

 加えて感慨深かったのは、活動の展開方法、また緒問題解決それぞれには複雑なケースがあるながら、人

間関係のやり取りではこちらの出したエネルギーが帰って来ることが基本‥という点。苦々しいこと多い支

援者の立場では中々の困難を感じながらになるでしょうが、まず相手を信頼する精神的な許容量が求められ

ることなど、ごく初歩的なことですが色々考えさせられました。 

  加えて今後重要と思われたポイントとしては、組織の展開方法・役立てる活動の可能性などについては、

これほどまでに安定感に欠けた社会情勢の影響も考えながら、活動範囲など最初から限定してかからないこ

とがあると感じました。こちら側から意識的に、擦り込みで慣れた思考パターンから限定を外していくやり

方です。 

 支援者組織・利用者ともに「なんか上手く行かないな」と分かったら、変化は常に不安や疲れを伴うもの

の、現状に合わせてどんどんその都度変えていく柔軟な強さが必要なこと。 

 具体例では、利用者さんにとっては組織との相性があり、一か所でダメだった人もそれきり孤立しないで

済むように、地域を巻き込んで窓口を増やす必要がある。アミーゴスでも日時等可能な範囲で気楽に茶話会

コーナーを設けるなど、たとえ「質より量」であっても受け皿を多く作れたら良い。そのようなことも思い

ました。 

                                          (杉山知子) 

 

            ---（注）アミーゴス会報は、今後、２ヶ月に１度の発行となります 


