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アミーゴス、新しい年を迎えて！ 
明けましておめでとうございます。今年の冬は例年に比べて寒いと言われていますが、

新しい年を皆様はどのようにお過ごしでしょうか。昨年は、皆様方からの温かいご支援を
たくさん頂き本当にありがとうございました。聖心会の本部・会員の皆様方又那須聖血礼
拝会修道院･女子パウロ会、さらには不二聖心父母の会など多くの皆様方よりお米や沢山の
野菜やプレゼントを賜りました。 
送って頂いたものを「聖マルチンの祝日」やお祈りに来た時に外国につながる女性や子

供たちに分けさせてもらいました。特にホッカイロは外国につながる子供たちに人気で大
喜びしていました。 
三島カトリック教会の信徒の皆様、いつも温かいご支援を沢山頂き本当にありがとうご

ざいます。年末には「静岡新聞で見ました」と言って「家にあるものでよければ寄付した
い」と電話があり喜んで寄付をいただきました。 
さて、カサ・デ・アミーゴスは昨年 11 月で設立 25 年を迎えました。この先 1 年も、①

外国人労働者の生活･労働･相談の支援、②貧困生活者への食糧支援、③外国につながる子
供たちの学習支援等、これらの 3 つを柱にして活動していきたいと思っております。 
私たちが活動の一環として取り組んでいる女性の貧困の問題に関することが、最近 TV

の報道番組で取り上げられ沢山の反響を呼んでいると聞いております。 
離婚やシングルマザーなどの問題が、仕事がなかなか見つけられない大きな要因となっ

ています。女性が子育てをしながら生活していくのがいかに大変であるのかなど、困窮の
様子が報じられていましたが、合わせて女性の自立支援の方法や相談する所なども紹介さ
れホット胸をなでおろしました。 
私たちも、今後、これらの問題に対しても、真剣に取り組んでいかなければとの思いを

新たにしております。会員の皆様のいっそうのご協力をお願いいたします。 
最後に嬉しいお知らせがあります。昨年 12 月 9 日に広尾の聖心会第二修道院へシスタ

ー尾高良子様を 7 名で訪問してきました。田中さんの手作りアナゴ寿司やお互いに持ち寄
ったもので一緒にお昼をいただき楽しい時間を過ごしました。シスターはとてもお元気で
杖も必要なく歩いておられました。週に一度習字を指導されているそうです。私たちは心
の糧の栄養を沢山いただき満足して帰途に着きました。うれしかったです。 

これから冬本番ですが皆様方のご多幸とご健康をお祈り申し上げます。 
ローバイのほのかな香りに心弾む 
                            髙原静子 

 

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 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-981-3599  
URL :  http://camigos.web.fc2.com/ 
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ご寄付・会費等有難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 １・２月の例会のお知らせ 

  １月例会―――１／２３（木）午後６時３０分からバルにて新年会 

  ２月例会―――２／２８（金）午後７時から カサ・デ・アミーゴス事務所 

  （三島カトリック教会の建替工事は来年にずれ込みそうで、アミーゴス事務所は年内まで使えるよ

うです。来年１月頃から例会の会場を三島市民活動センターに移したいと考えています。） 

  

新年会のお誘い 
  日時：１月２３日（木）、午後６時３０分～ 

  会場：にじのかけ橋 ワンコイン食堂「バル」 
  会費：１５００円 
 
 
＜アミーゴス食料支援活動＞ 
＜１１月・１２月の食品搬入状況＞ 

★ １１月２４日 真野たかひろさんの紹介で、沼津 

魚仲買業者より容量３パレットの冷凍庫を借り受けることになった。 

賃料は 24,000 円／月（このレンタル料は、冷凍食品の搬出先が主としてバルのた

めに、にじのかけ橋が負担することになった） 

11/25 名古屋セカンドハーベストから、そばつゆ等２０ケース（６０個入）入荷 

11/26 名古屋へ、レンコンはさみ揚げ、イカを取りに行く 

12/ 3 名古屋から、しょうが湯 600g×12×50 ケース、その他ホールトマト入荷 

12/ 5 浜松本田さんへ取りに行く 

12/19 名古屋から コーヒー100 ケース入荷 

12/24 名古屋から、クッキー６ケース、チャンベル６ケース 

 

11/14 中村 亮子 様 

11/17 富士教会バザー 様 

11/20 川村 汎子 様 

11/24 那須修道院  様 

11/26 田中  中子 様 

11/30 不二聖心父母の会 様 

12/15 山田 明枝 様 

12/ 6  津坂 礼子  様 

12/ 6 シスター寺田 様 

12/22 守屋 中   様 

12/22 鈴木 二海子 様 

12/22 相田 美代子 様 

12/22 志賀 賢子   様 

12/25 浅川 隆子   様 

12/26 無 名 氏     様 

1/ 5 唐国 清子  様 

 1/ 8  新井 さつき 様 

＜地図＞ 
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アミーゴスの支援先  ・困窮する外国人の個人や家庭   

・食料支援物資 配布先 団体 

①あしたか太陽の丘、②あしたか学園、③伊豆ライフケアホーム、④恵明学園、⑤見晴台、⑥長泉ホー

ム、⑦静香会悠雲寮、⑧富士聖ヨハネ学園、⑨柿田川作業所、⑩共生会きさらぎ、⑪輝望会のぞみの家、

⑫春風会高尾園、⑬にじのかけ橋アルシオン、⑭就労継続支援 B 型事業所パオ・ポット、⑮あせびの家、

⑯のぎく園 

                 ＜食料品配布先組織図＞ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アミーゴス相談活動＞ 

 １１／１０（日） 
ペルー籍 M さんの相談、２００４年１０月頃から２００７年９月頃まで K 工業で働くが、その頃、労
災？で１０日位入院したことがある。会社が入院等の手続きをしてくれた。その頃から腰を痛めた。２
００９年９月頃、旭洋工業を辞めた後、一時、ペルーに帰国した。何ヶ月か後に再来日し魚加工の会社
に勤めた。その後、雇用保険の支給を受けた。２０１２年９月、再度、K 工業に勤めた。期間は２０１
２年９月から２０１３年３月３１日までだったが、２０１３年１月１０日、腰が痛く杉山さんに労災の
申請を求めたが、１月３１日で契約切れ（首切り）となった。会社の担当者は３／２０に健康保険証を
家まで取りに来た。離職票は渡されず。１０月末に郵送で送ってきた。多分、労災の件は証拠がないの
で無理かも知れないが、会社がどんな対応をするか見てみる。１２時過ぎに帰宅する。M 氏が電気、ガ
ス、水道代金が未払いで１１月１２日に止められるとのことで、急場しのぎで電気代、ガス代等を貸し
出す予定。 
 １１／１９（火） 
三島市社会福祉協議会に民間団体の活動に補助金支援が可能かどうかの話を聞きに行く。赤い羽根の補
助金申請の用紙をもらって帰る。その後、市役所地域振興課で市民団体への補助金について尋ねる。殆
ど不可。 
 １１／２３（土） 
午後４時頃、アルファーワンで名古屋セカンドハーベストの本岡さんと会う、高原、百瀬、堀の３人が
参加、外国人アンケート集計、食品搬出等の話し。 
 １１／２６（火） 
午後４時時過ぎ、名古屋と浜松に冷凍食品を取りに出かけた高原、百瀬さんから電話で、５時頃アミー
ゴス倉庫に到着。食料品のに下ろし作業を６時過ぎまで行う。 
 １１／２７（水） 
アミーゴスの会計簿を整理する。昼食後、会計簿の整理に３時頃まで掛かる。午後７時からアミーゴス

①セカンドハーベストジャパン 

②セカンドハーベスト名古屋 

③浜松本田ロベルト英雄 

④カサ・デ・アミーゴス 

⑤１６団体施設 ⑥困窮外国人の個人や家庭 

イ）カサデアミーゴスに相談に来る外国人 

ロ）三島カトリック教会のミサに来る外国人 

・英語グループ（主にフィリッピン系 100名以上） 

・ポルトガル語グループ（ブラジル系 60名） 

・スペイン語グループ（中南米系 60名）  

・原団地に住む外国人（約 50名）  

ハ）生活困窮の日本人（20名） 

ニ）御殿場市かまどに住む日系 

ブラジル人 

ホ）学習支援をしている子供達 

とその家庭（25名） 
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例会。高原、百瀬、水野、水口、杉山、野沢、堀の７名参加。活動報告、食料支援活動についての補助
金、助成金の可能性を探る。食料支援事業のあり方等を話し合う。９時過ぎ終了。 
１１／３０（土） 

午後４時前にアミーゴス事務所に不二聖心父母の会の柏木さんら寄付金を届け取る。高原さん不在で堀、
百瀬で対応する。 
 １２／８（日） 
午後１時頃、MK さんの相談。７月上旬に派遣会社を通じて労災申請した。しかし、未だに何の連絡も
無い。とのこと、明日、富士の労基署に問い合わせてみる。 
 １２／９（月） 
富士市の労基署に問い合わせると、MK さんの労災の医療申請は出ているが、労災休業補償の件は、申
請が出されていないとのこと。会社を通じて至急申請するように伝える。 
この日、高原さん等、シスター尾高訪問。 
１２／１０（火） 

午後、フィリッピン女性が日本人と結婚し、連れ子を日本戸籍に入籍したいがどうすればよいか、また、
その子供の国籍取得について相談がある。 
 １２／２５（水） 
午後４時頃、電話であり「よりそいホットライン」から電話があり、F 市に住む母子家庭の N さんの支
援依頼がある。N さんに連絡すると、家賃を滞納し２７日に追い出されるとのこと。子供は小学校３年
生、この寒空で追い出されると行くところがない。大家は賃貸企業で家賃滞納に対しては情け容赦ない。
交渉で、アミーゴスで１か月分家賃を立て替えるので退去は１末まで待ってくれと頼む。 
１２／２６（木） 

F 市役所の福祉課に電話して、役所として母子に対してどんな支援ができるか聞く。役所の話では、
母子宅の収入は、児童手当て等を含めると生活保護の水準を超えている。本国に子供がおり、それに送
金しているのではないかという。 
午後７時からアミーゴス例会。参加者：高原、水野、百瀬、水口、西岡ルイサ、野沢、許さん、杉山

智子さんが途中で引き上げる。①相談報告、12/2、MK さんの労災休業補償について、12/9 フィリッピ
ン籍の連れ子の国籍取得について、12/26「よりそいホットライン」からの相談以来、F 市のフィリッ
ピン母子、家賃滞納でアパートから追い出し、１ヶ月分家賃緊急貸与。②食料支援について、原団地で
の食品配布ルートは松崎ヘルスさんを中心に確立、富士でも教会を中心に配布ルートを検討。食料配布
図の作成検討。11/24 那須修道院から野菜、お米等の支援があった。③食料品倉庫が真野たかひろさん
の紹介で見つかる。沼津魚仲買、11/25 から３パレットで 24,000 円／月の賃料、この倉庫はバルを主な
搬送先として借りるため、アルシオンが全額負担で合意した。④新年会は 1 月２３日（木）午後６時事
務所集合、６時３０分からバルにて宴会予定。会費 1500 円、飲料品は持ち込み予定。12/9 シスター尾
高を訪問。９時前に終了。 
 １／５（日） 
１０時半からブラジル国籍の D 氏の相談。２年前、奥さんと子供がブラジルに一時帰国した、出費が嵩
み国民健康保険税を滞納した。平成２１年からこれまで総額６０万円位、延滞金２０万円、総額８２万
円くらいの額になる。勤めている派遣会社の１２月給料から役所から 13 万 9 千円が無断で差し押さえ
られた。市からは督促状と差し押さえ通知書が来ていたが、本人は読めないので放置していたという。
本来なら会社の健康保険に加入するのが筋だが、会社は負担が増えるので国保に加入を勧めていたよう
だ。市役所でのポルトガル語の通訳者は派遣会社関係者の奥さんで、それが言うことには「市営住宅に
住んでいる者は、国保加入を止めると、アパートを出て行かなくてはならない」と言ったとのこと。派
遣会社は１月２４日で契約切れになり、それ以降、仕事があるかどうか分からないという。 
 

 

 

 

 

＜編集後記＞  
１月から新しい男性会員が１名ありました。正業は、既にリタイヤした人で６０歳後半の年齢です

が、まだ元気に活動でき、アミーゴスの今後の活動を、大いに支援して頂けそうで期待が膨らみま

す。今年もよろしくお願いします。 

 


