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アミーゴスから新年のご挨拶 
 主の御降誕、そして新年 みなさまおめでとうございます。 

新しい年を迎え一段と寒さも厳しさがますなか、ノロウイルスやインフルエンザのニュースが多

くの紙面を賑わわせています。皆様方におかれましてはお変わりもなくお過ごしのことと思います。 

いつもカサ・デ・アミーゴスに ご支援・ご協力くださり感謝申し上げます。 

 カサ・デ・アミーゴスのこの一年はとても忙しい年でした。振り返りますと 支援物資（食料など）

の受け取り、その配布に始まり 外国籍の子供たちの学習支援、その送り迎え。また外国人労働者向け

の新たな講座の開設。世相を反映しての多様な相談等々で あっという間の一年でした。 

一方では進まぬ東日本大震災の復興、原発事故の後始末など良いことが少なかった一年でもあったよう

に思います。 

 そのようなおりでも カサ・デ・アミーゴスへの支援にはお米をはじめとし、多種の支援物資を多く

の方々からいただきました。必要とされる方々へ届けることも出来、本当に温かく心のこもったものば

かりで感謝に耐えないところです。有難うございました。 

 私は昨年の 12 月 22 日（土）に次のような体験をいたしました。 

夕方ブラジルグループ・スペイン語圏も混ざり お祈りをする日で教会ホールには、お祈りを終えた

多くの外国人が居ました。ちょうどその日はアミーゴスの月例の定例会の日でもありましたので例会を

終え、ホールに入っていくと「高原さん」皆で食事をしているので、一緒に食べていかないかと誘いを

受けました。私と M さんは喜んで 呼ばれ手にしました。食事をしながら「どんなお祈りをするの？」

と周囲に居た方に聞くと「ノベナ」よ という答でした。 えー！ 皆で「ノベナ」の祈りをしている

の 「9 日間の！」と聞くと 9 日間 全ては仕事の関係で出来ないので、土日・土日と寄って祈ってい

るのよ。あとは自分の家でという。救い主の到来を待ち望み祈りながら準備をする。ロウソクを 1 本灯

しながら一人ひとりが満ち足りた顔をしている。なんと幸せそうな光景だろうと皆を眺めていると、突

然「2 人 3 人祈るところ、そして私は必ずいる」という御言葉（みことば）が私をおそってきました。

彼らの仲間に私も入れてもらい最高のクリスマスプレゼントをいただきました。喜びに満たされた私は

一瞬「ウォー！」と叫びたくなるような心境になりました。 

この神様からいただいた恵を感謝しながら 今年も皆さんと共に歩んでいきたいと思います。 

どうぞ今後共 ご支援の程 よろしくお願い申し上げます。 

                             カサ・デ・アミーゴス 

                             代 表  高原 静子 記 

事務所：〒411-0848 三島市緑町 12-4  
三島カトリック教会内 代表 高原 静子 
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E-mail : c.amigos2012@gmail.com 
郵便振替：00890-2-2473 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいお心のこもった会費、ご寄付等有難うございました。 
  

 食糧支援 

 11.11 鈴木あきの 様 お米 

 12.13 村山  聡子 様 お米 

 12.22 杉本まさ子 様 お米 

      （高原さんの友人） 

12.31 山田 芳子 様 お米 

食糧支援 

 11.17 本多ロベルト様 醤油ほか 

 12.10 NP 法人名古屋セカンド 

ハーベスト様 六甲の水ほか 

 12.14 本多ロベルト様 ポタージュスープほか 

12.22  々  ポテトチップスほか 

物資ほか 

12.10 聖女子パウロ会様 子ども用クリス 

マスカードなど 

12.21 不二聖心母の会 様 子ども用雑貨 

１.6 聖パウロ女子修道会様 ケイトの帽子 

現金ほか 

11.24 不二聖心三島地区会 様 

12.10 鈴木二海子     様 

12.12 漆畑 亨  様 

12.21 志賀 賢子 様 

12.27 宗教法人 聖心会 様 

1.9  新井 さつき 様 

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

例会と相談日のお知らせ 

 １月２４日（金）、午後６時００分から、カサ・デ・アミーゴス事務所 

 その後、６時３０分頃から、広小路の大衆酒場「庄屋」で新年会予定。 

 ―――会費３０００円程度 

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

＜活動報告＞ 
 １１／９（金） 
午前１０時頃、母子家庭の A さんから電話があり、市役所で家賃を立て替えてもらえる書類を、大家に

書いてもらうため持っていったら、「前家賃を払っていないから駄目だ、アパートからを出て行け」と

言われたとのこと。大家に書類を書いてもらえれば、社会福祉協議会からも当面の生活資金の借り入れ

も出来るが、書いてもらえなければ生活の目処が立たない。アパートを追い出されれば、子供連れのホ

ームレスになってしまう。 
 １１／１８（日） 
午後７時からカトリック三島協会ホールで、第１回、外国人向け労働法の学習講座を行う、ミサの終わ

った後、パーティーで食事をしながらの開催となった。講師は籏持真史さん、通訳は西岡ルイサさんの

友人で熱海在住の成瀬健治さん、９時頃終了。子供も含め５０位の参加であった。 
 １１／２１（水） 

朝、８時半頃、A さんから電話で H 小学校の教頭が、給食費未納の取立てで困っている。お金を貸して

欲しいとの話し、原田小に電話して事情を話し、教頭に月末まで支払猶予を求める。 
 １１／２２（木） 

K さんの母親が不法滞在で入管から出国するように言われているが、母親は腰椎の病気で思うように動

けず、入管には毎月状況を電話連絡しているが、今月は６ヶ月になるので診断書を取り寄せ入管に出頭

しなければならない。しかし、病院に行き診断書を取り寄せるお金もないし、名古屋に行く旅費も無い。

入管にそのことを電話したら、それじゃ保証金５万円を払いなさい。出国時に払い戻しすると言われた
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との事。 
 １１／２４（土） 
４時半頃、不二聖心父母会三島地区会の役員さんから寄付金を受け取る。 

 １１／３０（金） 
午後６時から、アミーゴス例会。参加者、高原、寺田、百瀬、水口、水野、堀の６名。小澤さんは仙台

に震災復興支援に出かけて留守。高原さん報告、11/15、K さんは母子家庭で N 市りに在住、昨年５月、

ペルーで子供（６歳）の手術で帰国、生活保護が打ち切られる。子供の母子手当て貰っていない。仕事

リストラされた。M さん子供 U 君（１３歳）日本国籍取得。母子寮へどうかとの提案。 
 １２／５（水） 

御殿場に住むペルー系の Y さんから電話。先月のアミーゴス労働講座に出たが、小さな電機会社で１ヶ

月契約を繰り返し、６ヶ月間働いて解雇された。それも２週間前の通知だった。今、雇用保険を申請中、

１ヶ月の解雇予告手当てはもらえないのかとのこと。その後、ユニオンに相談すると伝えると、慌てて

未消化の有給分の支払いをしてくれることになった。 
 １２／１０（月） 
今朝、名古屋のハーベストから４トントラック２台分の清涼飲料水のボトル箱詰めが百ケース以上届き、

倉庫に荷運びするとのこと、３時頃、高原、百瀬、小沢、信者、堀の５人で運び込む。 
 １２／１６（日） 
午後１時半からユニオン学習会、アミーゴスの活動報告をする。アミーゴスから、高原、小澤、百瀬、

桃田さんが参加する。その後、５時から一味でユニオン忘年会に高原、小澤、百瀬、堀が参加。 
 １２／２２（土） 
６時半からアミーゴスの打ち合わせ会、高原、野沢、小澤、水口、百瀬、水野、杉山、寺田、堀の９名

参加。１月２０日の外国人向け労働講座について、①労働契約内容について＜水野担当＞、②解雇事例

---具体的事例に従い何点か挙げ問題点を探る＜堀担当＞、③残業代未払い時間割り増し当について---＜
小澤担当＞。新年会日程、１月２４日（木）、午後５時半、事務所集合、６時から広小路の庄屋にて会

費３千円程度。教会コムニオとの共同について。 
 １２／２７（木） 
３時ころ、高原さんと静岡から来たシスターアンナマリアと合流し、Ｓ市に住むボリビア人女性のアパ

ートに出かける。既に救援依頼を受けていた愛知県の「多文化共生リソースセンター東海」の副代表理

事の後藤美樹さんが来ていた。 
相談者はＪさん、夫はボリビア人日系３世、２歳と３歳の男の子がいるが二人とも自閉症の障害があ

り、夫の給料は１４万円程度、家賃が５万５千円、生活が出来ないくらい困っている。女性と長男はビ

ザ無し、保険も無く、偽名パスポートなので親子関係が証明出来ず、ボリビア領事館に出頭し、裁判所

の審査で次男はやっとビザ取得できた。入管では今年の６月１２日に仮放免となった。２ヶ月に１度、

名古屋の入管に出頭している。次回は２月１２日に出頭予定。特別在留許可が欲しい、母国に帰っても

更に苦しい生活が予想される。今後の対策として、①在留許可を得る方法を法テラスで相談、②Ｓ市の

子育て支援課に、日本人付き添いで相談に行くこと、③社会福祉協議会に生活資金の借り入れが可能か

どうか確認。４時過ぎにアミーゴス事務所に戻る。 
 

 学習支援について 
 外国人の多くの子供たちには日本語の文化習慣が呑み込めていないケースが多く見られます。そのた

めか学校での学習に不安を覚え、教科学習が遅れがちになっていると思います。教会の日曜学校に来て

いる児童などからも推察できます。そこでカサ・デ・アミーゴスでは 外国人の子供たちに少しでも学

力が向上するようにと日本語学習支援を伊豆中国交流協会と共同でこの8月の夏休みからす実地するこ
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ととしました。 

特に小学高学年・中学生を対象とし算数（数学）国語（読み書き・意味など）を主とし、また宿題も

確実に行うよう心がけるように、加えて日常生活の日本での習慣などにも気を配れるような子ども達に

なってもらいたいと考えているところです。9 月からは通学の関係から毎週土曜日の午後 2 時から 5 時

までの3時間行うようにしています。子供たちの送り迎えも事故にあわないよう慎重を喫しております。 

学習支援を始めて強く感じたことですが、家庭での環境が大きな要素になると思います。外国人のご両

親さんたちはふだん仕事で忙しくしておられるようで大変でしょうが、もう少し子供たちに関心を寄せ

ていただけると、学力も含め普段の生活も向上するのではないかと強く感じているところです。 

子どもたちはこの教室を自分たちの居場所にと思ってのびのびとやっています。 

将来は国際性豊かな社会に貢献できるような人たちになってもらいたいと思います。またこの教室を通

して我々が子供たちと触れ合い、外国人同士のつながりを築けるようにしたいと考えております。 

                       アミーゴス会員 小澤 記 

  この 8 月からの実績をまとめてみました 

学習支援状況 

   平成 24 年 8 月より開始 

月 8 9 10 11 12 計 
回  数 7 （夏休み

の為） 
4 4 3（1 回芋掘り） 7（冬休みの為） 26 

子ども参加
数 

42 18 21 24 31 136 

総 人 数 66 30 56 43 73 268 
内  容 算数（数学） 

国語（読み・

書き・漢字の
意味・文章理

解など）簡単

な 日 本 文 化 
習字 
夏休みの宿題 

算数 
国語など 

同 同 
野外学習  
小土肥に芋掘
り 

同 同 
冬休みの宿題 
習字（書き初

め） 

----------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人向け「労働法＆社会保障制度」第２回講習会のご案内 
―――第１回、労働基準法の要点――― 
日時：１月２０日（日）、１９：００～２０：３０ 
会場：三島カトリック教会 １階 ホール  （参加無料） 
講師：社会保険労務士 籏持真志 氏（三島ふれあいユニオン会員） 
内容：寸劇を交えて、①労働契約内容について 

②解雇事例---具体的事例 に従い説明 
③残業代未払い、時間割 り増し当について 

           分かりやすく解説します。 
 


