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２０１３年度総会を終えて 
 梅雨が明け、毎日「暑い厚い」と、つい口からでてしまいますが、会員のみなさまは如

何がお過ごしでしょうか？去る６月２２日、カサデアミーゴスの総会を迎えました。今年

で２４年目を迎えます。 
１年はまたたくまに過ぎてしまいました。今年のカミーゴスの総会の後は、講演会「子

供の未来に期待して、今」と題して、富士にほんご会の代表、冨田貴子様のおはなしでし

たが、外国につながる子供達の成長の課程を日々の勉強、高校への退学等の問題について、

とても順序だと話して頂き、良い講演会でした。カサデアミーゴスも学習支援をしており

ますので、本当に参考になりました。こういう会を１年に１回、シリーズで行うことが出

来ればと考えさせられ、考えております。 
 カサデアミーゴスも、今年は色々と困難な状況にあります。お借りしている事務所、①

教会の建て替えのため事務室の引越し、②食糧支援物資を保管する倉庫等、③経済的にも

大変ですが、このピンチを何かと良い方向へもって出来ないものか・・・。聖パウロの言

葉にも「力は弱さや苦しさの中でこそ十分に発揮される」とありますが、アミーゴスも、

今年こそその時ではないかと考えています。 
②支援物資を本当に生活に困っている人々へより効果的にお届けするためにはどうすれ

ばよいか、色々な方法を模索し、沼津、三島、ほか障害者団体などで説明会をさせて頂き

ました。 
また、子供の貧困に対して協力

者もおり、みな様と一緒に考えて

行きたいと思っています。次回の

ときによいお知らせができれば

と思っています。暑さはこれから

が本番です。みなさま、どうぞご

自愛下さいませ。 
 

高原静子 
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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。 
  

3.26 唐国 清子 様  

4.4  5.8 5.14 5.28 

本多英雄（ロベルト）様…食料品 

4.19 5.14 5.21 5.23 5.28 6.7 6.18 

6.26 7.2(2 回) 

NPO 法人セカンドハーベスト名古屋様 

4.1 瀬川 百合子様 会費及び寄付 4.1  大谷 節子様   会費及び寄付 

4.9 浅川 隆子様  会費及び寄付 4.10 成田  照美様   会費及び寄付 

4.14 鈴木 あきの様 お米・子供服 4.26 石田 文代様   会費 

4.26 赤塚 百合子様 会費及び寄付 4.28 鈴木 二海子  お米 

5.12 村山 聡子様   お米 5.14 石嶋 英子様   会費 

5.21 太田 輝男様   会費 5.21 遠藤 俊子様   会費及び寄付 

5.21 鈴木 透様    会費 5.21 皆越 可奈子様  会費 

5.24 竹本 久美様   会費 5.24 田中 謙吉様   会費 

5.29 藤沢 勝美様   会費 5.29 藤沢 孝子様   会費 

5.30 山田 芳子様   玉ねぎ 

6.6 梅 6.18/7.7 ジャガイモ 

 

5.29 藤巻 ひふみ様  会費 6. 1  桂 正枝様    会費 

6. 1 山口 みどり様  会費 6. 1 武藤  滋様    会費 

6. 1  花山 勝重様   会費 6. 1 公野 一恵様    会費 

6. 1 高野 芳野様  会費及び寄付 6. 2 成島 貞子様    会費 

6.4 前田 千鶴子様   会費 6. 4 内村 慎史様   会費及び寄付 

6. 4 唐国 清子様  会費及び寄付 6.4 杉山 知子様    会費 

6.17 野田 陽子様  会費 6.17 遠藤 光子様   会費 

6.18 山崎 民桂子様  会費 6.18 島野 たか子様  会費及び寄付 

6.21 百瀬 秋彦様   会費 6.21 小澤 輔夫様   会費 

6.22 堀 考信様    会費 6.22 水口 英雄様   会費 

6.22 SR 寺田和子様  会費 6.22 水野 義夫様   会費 

6.22 桃田 和歌子様  会費 6.22 覚本 雅世様   会費 

6.22 野澤 洋子様   会費 6.22 渡辺 裕子様   会費 

6.29 佐々木 資郎様  会費  

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

＜例会等のお知らせ＞ 

 ７月２１日（日）Ｃネット総会と講演 午後 1時３０分～（於）富士ビレッジ集会所 

講演：「セカンドハーペスト・ジャパンによる食料支援活動について」 

講師：セカンドハーベスト名古屋（ＮＰＯ法人）理事 本岡俊郎さん 

 ７月２６日（金）午後６時３０分 アミーゴス定例会 アミーゴス事務所 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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２０１３年度アミーゴス総会＆記念講演会報告 
６月２２日（土） 総会 会場：三島カトリック教会 ホール 

アミーゴス総会 １：００～２：００ 
＜相談活動＞２０１２年４月～２０３１年３月末までの外国人相談概要 

１． 延べ相談件数----８１件 
２． ペルー系----６０件 フィリッピン系----８件  ブラジル系----６件 

ボリビア系----５件  無国籍----２件 
３． 相談内容（延べ件数） 
 

 

 

 

＜食料支援活動＞ 

フードバンクは、市場に出すことが出来なくなった物品を食品会社から提供を受け、十分な安全性

を持った食品を廃棄せずに、食に困った人達に無償提供する事業を行っています。その一環として、

アミーゴスはセカンドハーベスト名古屋や浜松から毎月３、４回、４トン・トラックでの食品搬入を

受け入れ、静岡県東部の外国人家庭や各種福祉施設等に配布する事業を昨年３月より始めています。 

2012 年 3 月から 2013 年 6 月までの食料品搬入状況（個人、施設等に配布） 

１．セカンドハーベスト名古屋 19 回（ホールトマト、パスタ、蒟蒻ゼリー、クッキー、ジュース等） 

負担運送費 28,862 円（名古屋からトラックで直送の為、主運賃はセカンドハーベストが負担） 

２．浜松（本多さんから）２４回（お菓子、豆乳、ナン、ジュース、パスタ等）、運送費負担 250,295 円 

（三島から軽トラで食料品を貰いに行くので運送費がかかる---輸送費軽減が課題） 

＜外国籍の子供達の学習支援＞ 

伊豆中国交流協会との合同の学習支援、場所：三島市民活動センター：毎週土曜日午後 2 時～5 時 

春夏冬休みの期間中は随時、昨年 8 月から開始、マンツーマンを基本 

内容：夏、冬、春休み、及び日常の宿題など（国語…読解、漢字の読み書き、算数・数学等） 

昨年度実績：スタッフ＝許さん（伊豆中国交流協会）、先生 OB4 人、日大学生 2 人、アミーゴス 3 人 

送り迎えはアミーゴスで担当。対象児童：小学校低学年及び中学 2 年生が 15 名（ブラジル系 7 名、

アルゼンチン 3 名、ペルー3 名、ラオス 1 名、フイリッピン 1 名） 

問題点：将来の目標が定かでない…日本語はもとより母国語の問題…仮に将来帰国した場合      

家庭環境…親の教育に関する関心度が非常に薄いこと…親が仕事などで忙しいことによる。 

しつけなどがおろそかになっていることなど…日本の風習・文化的な違いなど？ 

＜会計決算＆予算案報告＞ 別紙 

＜記念講演＞２：１５～４：００ 

演題 「子どもの未来に期待して、今！」 
   講演者 講師 冨田 貴子氏（とみた たかこ） 
＜プロフィール＞ 日本語教師、日本語ボランティア養成講座講

師。現在、富士にほんごの会の代表。 2006 年から富士市国際

交流ラウンジ(FILS）の職員として富士で暮らす外国人のサポー

・ビザ・在留許可関係      １３件 
・解雇、残業代未払等労働問題  １２件 
・国籍取得等の相談        ３件 
・生活苦、生活保護申請の相談  １４件 
・借金申し入れ         １０件 

・養育費問題          ３件 
・病院代督促、未払い      ５件 
・就業相談           ６件 
・住居問題           ４件 
・離婚問題           ２件 
・その他           １１件 
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トをしている。 

＜内容＞外国人児童生徒の学習支援、進学支援、保護者懇談会を通して経験した富士での事例や取り組

みについて。 

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

移住労働者と連帯する全国フォーラム神戸に参加しました 

6 月 15 日、16 日、神戸甲南大学岡本キャンパスにて、移住

労働者と連帯する全国フォーラム神戸が開催され、全国から約

400 名が参加をしました。 

 アミーゴスからは、高原世話人代表、百瀬、小澤、水野の４

名が参加をしました。 

全国フォーラムは、外国人支援活動の全国的展開と拡充を図る

ため、移住労働者と連帯する会（移住連）が、開催地の活動諸

団体と実行委員会を結成し、2 年に一度、全国各地で開催し、

今回で９回目となります。 

 フォーラムでは、全体集会とシンポジュウーム、分科会、翌日は神戸で暮らす外国籍の 10 名による

意見表明がありました。 

 全体集会では「私たちがつくる多民族・多文化共生社会」をテーマに、実行委員会共同代表のロニー・

アレキサンダー神戸大教授からは「弱い立場の人を見捨てるような政策や社会情勢を許してはいけない。

移住労働者とともに闘っていこう」との挨拶がありました。シンポジュームでは、東日本大震災で被災

した外国人支援や、昨年改正された入管法などの問題点、ヘイトスピーチ（憎悪発言）など排除主義的

な言動への対処などが話しあわれました。 

 14 の分科会は、内容が多岐にわたりますが、私たちは、子どもの学ぶ権利や、外国人労働者の人権、

技能実習生、反貧困など分科会に参加をしました。 

 会議終了後は、恒例の懇親会があり、各地の仲間や沼津・三島に由縁のある人達とも、歓談すること

ができ、歌や手品のアトラクションで会場は盛り上がりました。 

 翌日は、10 人の外国人から、無国籍、経済的困窮、差別、言語、不当労働行為など、様々な問題の中

で、希望を失わず、生活している、していくことの意見表明がありました。 

 会議は、「ヘイトスピーチ（（憎悪発言）の廃絶を求めるアピール）」「非正規滞在者の子どもの就学機

会の確保の徹底を求める特別決議」を参加者一同で確認し、閉会しました。 

 次回は、来年に移住連の全国集会が仙台で、再来年に全国フォーラムが福岡で開催される予定です。 

移住連は、各地で外国籍の人々の人権を守る活動をしている人、団体等の連帯組織ですが、都道府県

等の自治体や国へ制度改善の働きかけをしており、私たちにとっても大変大切な組織です。事務局は献

身的な活動で支えられており、活動充実のため専従職員体制の財政的支援要請がありますが、アミ－ゴ

スとしても、出来る限り協力をしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月１８日 NPO「にじのかけ橋」（パルシオン）にて 
 
三島市北田町にある、障害者就労施設に食品支援物資に

届けたところ、今後、継続した取り組みになりました。 

そこで、去る７月１８日、食料支援活動を記念してセレ

モニーが行われ、カサ・デ・アミーゴスからも高原代表以

下５名が参加しました。 


