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未（ひつじ）年にちなんで 
 
新しい年を、皆様方健やかにお迎えになったことと思います。穏やかな新春にふさわし

い年明けでした。 
世界遺産に登録された「富士山」も素晴らしい雄姿を見せてくれました。 

ことしの“干支”は未ですね！ 羊は古くから食用や衣料品として重宝がられ、人々の間

で生活に密着し結びついてきました。「穏やか」「従順」「親しみ易い」と云った、十二支の

中でも最も平和的なイメージが強い動物だと思います。 
 昨年を振り返って印象に残った出来事と云うと災害に見舞われたことでした。広島での

土砂災害・御嶽山の噴火など多くの自然災害にあいました。 
今年こそは災害に合わないような「未」に倣って平和な災害の無い年になりたいものです。 
身近な「アミーゴス」で云うと教会の新しい建設（昨年 28 日に無事献堂式を迎えること

が出来ました）に伴う引っ越しを春に行ったと思ったら夏には道路拡張工事の余波に当た

り再び移動を余議なくされ本当にめまぐるしく忙しい一年でした。 
こんど移設した処は教会の信徒さんが所有する土地に移ったものですから落ち着くので

はないかと思います。 
アミーゴスの活動も 4 半世紀を過ぎました。これもひとえに会員の皆様方のご支援と改

めて感謝するものです。ありごとうございます。 
活動の一環として子供たちへの「学習支援」として三島市民活動センターの一室を借り行

っておりますが、今年は高校受験の生徒が一人

おります。元日の「ミサ」の時に思わず合格出

来ますようにと祈願しました。 
2 月からは新聖堂で活動が出来るものと期待し

ています。 
平成 27 年が迷える子“羊”にならず、未来

を切り開けるような「未」年になりまように！ 
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暖かいお心のこもったご寄付等有難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

１２／２１大型冷凍庫移転作業 
２０１４年１２月２１日、障害者作業施設アルシオンに一時保管させてもらっていた大型冷凍庫２台

を、三島市大場に新設したコンテナ倉庫に移動しました。船舶用大型コンテナを２台導入し、内部に電

気配線設備を施し、大型冷凍庫２台を設置しました。これで冷凍食品等保管が出来るようになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食料倉庫の地図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

11 月 9 日 山田 芳子様  野菜  

11 月 9 日 鈴木あきの様  お米  

11 月 16 日 高原 静子様  野菜 

11 月 16 日 唐国 清子様  寄付 

11 月 30 日 成島 貞子様  寄付 

11 月-12 月 女子パウロ Sr 蛯名様 

 本・雑貨類等 

12 月 5 日 浅川 隆子様  寄付 

12 月  7 日 Fs ウエル フェア様 寄付 

（Sr 寺田経由） 

12 月 10 日 中西 長様   お米 

12 月 10 日 相田美代子様  お米他 

12 月 12 日 不二聖心父母の会三島地区様 

  寄付 

12 月 19 日 志賀 賢子様   寄付 

12 月 19 日 野菊園様     カンパ 

12 月 24 日 守屋 中様    寄付 

12 月 24 日 不二聖心女子学院母の会一同様 

「友愛小包」…雑貨・お米等 
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 今後の活動予定 
アミーゴスの新年会を下記日程で行います。 
日時：１月２２日（木）、午後６時から、 
会場：ワンコイン食堂バル 
会費：２０００円 
  ２月例会----２月２７日（金）午後７時から、会場は、教会が予約できれば教会で、 

無理なら市民活動センター会議室の予定。 

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

＜アミーゴス相談報告＞ 
 １２／３（水） 
相談者は、A・H さん（日系２世ペルー籍永住者、６１歳）、富士在住。１７～１８年前から日本に住ん

でいる。家族は奥さん（58 歳）と息子（30 歳妻子あり、両親とは別居）。住民票は同居になっている。 
A・H さんは昨年３月まで、富士市の製紙会社でアルバイトとして働いていたが、業務中に右腕骨折で

労災にかかった。会社からは辞めるように言われ、辞めた。（労災適用中に辞めさせることは、本当は

出来ない）病状固定で労災は９月でストップ。奥さんは同じ会社で働いているが月１１万円程度の収入

しかない。彼には糖尿と脳腫瘍の診断が９月に出た。国民健康保険には未加入で、手術が必要だが、手

術するには１００万円以上掛かり払えない。健康保険証も無いし、仕事も出来ず、生活が成り立たない

ので、生活保護を申請したいとの相談だった。 
富士市役所の生活保護窓口に生活保護や医療扶助は受けられないか問い合わせたら、対応したケース

ワーカーは無知にも「外国人は生活保護を受ける権利がありません」というので、外国籍も「日本人と

同等に扱う運用基準だ」と言って上司指導員に電話を代わったが埒があかない。後日、窓口に直接出か

けることにした。 
 １２／１８（木） 
富士市役所に出かけ、午後２時過ぎ A・H さんの相談で、本人と奥さん、通訳の息子の嫁さんと合流。

生活保護の窓口で相談。労災手続きを完了すれば、労災の給付金が支給されるので、生活保護の相談は

その後になるとの話し。問題は国民健康保険未加入で、すぐ加入申請をした方が良かろうとの話になっ

た。その後、国保の窓口で相談、富士市に住み始めて何年になるか、その記録が無いため、東京入管に

問い合わせする必要があるとのこと。国保加入は年越しになりそう。加入できれば医療費３割負担で少

しは安くなる。労災給付金がいくら支給されるか？申請用紙をすぐ提出するように本人に伝える。生活

保護相談はその後でないと対応してくれない。 
 １２／２８（日） 
名古屋の本岡さんの依頼で、食料支援をしている、静岡県吉田町に住むブラジル籍の母子家庭 K さんに

ついて、心配なので生活状態を調べて欲しいとの連絡を受ける。アミーゴス関係のネットワークで、「志

太･榛原外国人の人権を守る会」戸塚さんに電話して、調査を依頼する。その後の連絡で、母子家庭の

母親は夜勤の仕事を見つけて、最近、働き始めたとのこと。しかし、依然、生活は厳しく食糧支援をお

願いしたいとのことだった。 
２０１５年 １／６（火） 

静岡ふれあいユニオン経由の相談で、沼津に住むイラン籍の Z・A さんからの相談。奥さんは日本人。

沼津市に住み、自分で事業をやっている。中学２年生の息子が学校でイジメを受けているらしい。そし

て、悪ガキのいじめっ子に誘い出され、悪ガキが近くのお寺の墓石を割った際、一緒に居たとのことで

損害賠償を求められているという。学校はイジメの実態を把握しておらず、相談しても埒が明かないと

のこと。イジメ問題は息子が何も喋らないので証拠が上がらない。具体的な証拠がないと学校は適切な

対応をしてくれない。息子の友達等から話を聞き出して証拠を固める必要がある。住職から賠償問題が

具体的に出れば、弁護士に相談する必要があると伝えた。 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

当日、午後５時頃、市民活動センターに集合し

簡単な例会の後、食堂バルにて新年会の予定です。 

活動センターの会議室は予約していませんので、

廊下のテーブルで簡単な打ち合わせを行います。 
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離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ 
～住宅支援給付事業のご案内～   （厚生労働省） 

○住宅支援給付事業とは 
離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を失っている者又は失うおそれのある者
を対象として、原則３ヶ月間（最長９ヶ月間）、賃貸住宅等の家賃として住宅支援給付を支給すると
ともに、再就職に向けた支援を行っています。 

○住宅支援給付の支給対象者 
支給申請時に以下の①から⑨の要件に該当する方が対象となります。 
① 離職後 2 年以内であること 
② 65 歳未満であること 
③ 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していたこと（離職前は主た
る生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も
対象となります) 

④ 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行うこと又は現に行って
いること 

⑤ 住宅を喪失していること又は喪失するおそれのあること 
⑥ 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の
金額であること（離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな
方も対象となります) 

金額（月収入） 
・単身世帯、8.4 万円に住宅の一月当たりの家賃額を加算した額未満 
・２人世帯、17.2 万円以下 
・３人以上世帯、17.2 万円に住宅の一月当たりの家賃額を加算した額未満 ※ 税引き前の総支給額 
⑦ 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること。 

単身世帯：５０万円 複数世帯： １００万円 
⑧ 雇用施策による給付等（求職者支援制度の職業訓練受講給付金等）及び地方自治体等が実施する

住居等困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請を行う方及び申請を行う方と生計を一と
する同居の親族が受けていないこと 

⑨ 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のいずれも暴力団員でないこと 
○住宅支援給付支給額 
・単身世帯 
月収 8.4 万円以下の方は住宅支援給付支給額は家賃額※となります。 
月収 8.4 万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。 
住宅支援給付支給額 ＝ 家賃額※ －（月収 － 8.4 万円） 

・2 人世帯 
月収 17.2 万円以下の方は住宅支援給付支給額は家賃額※となります。 

・3 人以上世帯 
月収 17.2 万円以下の方は住宅支援給付支給額は家賃額※となります。 
月収 17.2 万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。 

住宅支援給付支給額 ＝ 家賃額※ －（月収 － 17.2 万円） 
※ 家賃額は住宅支援給付基準額（地域によって異なる）を上限 
○住宅支援給付支給期間 
住宅支援給付の支給期間は原則３ヶ月間ですが、一定の条件※を満たした場合は、最大 9 ヶ月間受給
することができます。 
※ 受給中の就職活動要件の遵守及び延長申請時に支給要件を満たしていること 
問い合わせ先：住宅支援給付事業担当窓口 都道府県・市区町村など 

 

 

 

＜編集後記＞ 
瞬く間に２０１５年の年が明け、早、１月も半ばを過ぎました。年明けそうそうフランスでは凄惨

なテロ事件が発生し、イスラム対西欧という文明の衝突が浮上しました。イスラム教の教祖ムハンマ
ドを侮辱したとのことで、アルカイダやイスラム国を名乗るイスラム原理主義の狂信者達が事件を引
き起こしました。世界の平和を願い、宗派、人種を超えて共生社会を築こうとする人々にとっては、
苦々しく厳しい年明けとなってしまいました。こんな事件にもめげず、弱者を助け、平和を求める努
力が是非とも必要です。世界中から戦争の災厄がなくなることを願ってやみません。 
 


