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「桐生いじめ自殺事件でフィリピン人女児が遺した自画像」 
… 2010 年 10月 23日の昼頃、上村明子さんはカーテンレールにマフラーを掛け自殺した。 

明子さんは絵画や習字が得意で何度も優秀賞を受賞した。 

小学生らしからぬしっかりした画力 … ただ、この年齢の女の子にふさわしい快活さも笑

顔もまったくない。背後の鉄棒には人影らしいものが描かれ、消されている。 

給食では一人ぼっちにされ、上履きに画鋲を入れられ「死ね」と書かれて捨てられ、プー

ルに突き落とされ、消しゴムのかすを食べさせられた。 

◆ 校長はいじめは「気のせいだ」と言い放った 

クラスは学級崩壊状態で、校長先生に改善を訴えても「気のせいだ」と言われた。 

壁には「希望の春」の受賞作が虚ろに掲示されていた。 

この前例のない残酷ないじめを調べて行くと、貧しい外国人労働者の子弟が日本社会でど

れほど無慈悲な扱いをうけているかがわかる。現在、８千人もの外国籍の子供たちが行方

不明なのは理由がないわけではない。 

魂のない教室、ことなかれ主義の教員、底意地の悪い級友の毎日のいじめに絶望した明子

さん、フィリピンから「パティシエになりたい」という希望を持って来日した明子さんは、

卒業を半年後に控えた秋、一人寂しく死んでいった。 

              

 
2019/04/04  
Hiroshi Matsuura 
の Facebook から 

 

 
  

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

事務所： 〒411-0018 三島市初音台 4-7(代表自宅) 

 代表 高原 静子（携帯 090-4083-3281） 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-972-1793  

URL :  http://camigos.web.fc2.com/ 
E-mail : c.amigos2012@gmail.com 
郵便振替：00890-2-2473 

倉 庫：〒411-0803 三島市大場 952-9  
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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。 

＜会費及び現金・物品等の寄付＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        今後の予定とお知らせ 
★５月例会   ５月２０日（月）、午後６時３０分～ カトリック三島教会 
 
★移住連全国フォーラム  ２０１９年６月１日（土）〜２日（日） 
日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋 2-6-2） 

６月１日（土） 受付 12:45-  / 13:15～17:00 

13：30～15:00 ダイアローグ「わたしたちは ここにいる ～多民族・多文化共生社会

の今、そしてこれから」 

サヘル・ローズ さん（女優・タレント・キャスター） 

矢野 デイビット さん（ミュージシャン・Enije 代表・明星大学客員講師） 

グレンダ・ロバーツ さん（早稲田大学大学院教員） 

15：15～17:00 分科会（15 分科会）  

＊終了後、交流会（会場:連合会館、事前申込制）があります。 

６月２日（日） 受付 8:45-  /  9:15～11:45 

９：30～ 全体会「どうなる、どうする移民政策」 

 

★アミーゴス総会 ６月１６日（日）、午後１時から、カトリック三島教会 
記念講演会は「特定技能外国人労働者問題について」移住連理事、高谷幸氏を予定 

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

＜活動報告＞ 

「オーバーステイ母子の支援について」  
                                   

１月３１日、掛川に住むペルー人女性から電話があり、夫（日系定住者）のＤＶのため

別居したい。本人はオーバ－ステイで仮放免中、毎月名古屋の入管に出頭している。 

２月１２日、入管に行く予定だが毎回夫がついて来る。４歳と７歳の息子有り、子供が夫

の暴力を受けるので怖い、誰か付き添って欲しいとのこと。別居のお金を貸して欲しい口

＜2018 年＞ 

12/15 志賀賢子様       寄付金 

12/16 立正佼成会 三島教会様、 物品 

12/17 聖心会 本部様     寄付金 

12/20 不二聖心 母の会様    物品 

12/25 鈴木二海子様      寄付金 

＜2019 年＞ 

01/06 聖パウロ女子修道会、蛯名様 物品

01/12 山崎民佳子様         寄付金 

02/15 花山勝重様          会費 

03/14 浅川隆子様          寄付金 

03/17 相田美代子様         寄付金 

04/14 西小六三会、百瀬様    寄付金 

04/14  鈴木二海子様     寄付金、会費 

04/14  寺倉智子様        寄付金 

04/14 杉山智子様        会費 
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ぶりであった。その後、アミーゴスから掛川や浜松の教会関係者に支援の要請を行った。 

２月８日、掛川市役所へ、本人、友人、掛川教会信徒、浜松教会山の内神父さん、三島

からは高原、水野さん等が相談とお願いに出向いた。 

掛川市役所では、母子が市外転出するなら、その費用は出すとのこと。しかし、これで

は、転出先での生活の保障や安全が不明で、母子支援の問題解決にならない。 

このため、掛川市内での生活保護支給や、母子生活支援施設での母子の保護のお願いを

したが、即答できないとのことで、あらためて２月１５日に相談しなおすこととなった。 

父親による配偶者及び児童(定住資格在り)への暴力禁止、母子の保護と生活の保障のた

め、このオーバーステイ母子の生活保護や母子生活支援施設入所などは必要な援助である。

しかし、制度の運用に明確な規定がないため、人道的見地からの適用を求めたが、自治体

の対応は極めて消極的で、実施事例は極めて少ないと思われた。 

現在、母親は仮放免 8 年目(子の養育がメインの根拠)であり、在留特別許可も受けられ

ていないので、いつまで日本にとどまれるのか心配である。母子での安全と生活保障を求

めてゆきながらも、在留資格のある夫との別居、今後に予定される離婚協議手続き、子ど

もの親権と養育、4世である子どもの在留資格要件（現在は定住者である父〔3世〕に扶養

されている子供）などの整理が必要だ。この他に、もし父親が出国した場合、母子の保護

要件はどうなるのか、母子で強制送還されるようなことはないかなども心配がある。 

その後、母子は掛川教会の関係者等の支援を受け、母親の妹のいる焼津に転居すること

になった。4 月 25 日、母子の転出の手続きの為、掛川市に、本人と掛川教会の永田、澤部

さん等が出向き、転出届、児童手当の手続きもした。転出の手続につき、子ども二人の出

生証明書（ブラジル領事館から出されている）の提示を求められ、次男の出生証明書はあ

ったが、長男の出生証明書がなかった為、急遽、浜松の「ブラジル領事館」へ出向き再発

行してもらった。焼津では、外国につながる子どもの学習支援をしているイチゴの会の谷

澤さんや、望月さんが不動産屋と協力し、住宅探しや役所への対応など、迅速かつ的確な

支援をしていただきました。なお、転居に伴い三島からは高原、水野さんが布団、食料な

どを静岡に運び、望月さん経由で提供した。取りあえず生活保護支給の目途が立ち、母子

の新しい転居先も確保できひとまずこの案件は落着した。 
 

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

 Ｅさん（ペルー籍）交通事故相談 （息子さんからの聞き取り） 

昨年８月９日、沼津の八間道路沿いマクドナルド近く、赤信号で停車していたところ、

後ろから、激しく追突されて負傷した。相手の車は大破し廃車とのこと。警察の現場検証

では相手側が 100％悪い。 
事故時に父親が運転していた車は会社の車で保険会社はＭ社。父親も息子も同じ会社に

勤めている。事故後、父親は休職扱いとなり、相手の保険会社Ｓ社から休業補償を受けて

いた。事故当初の病院は扱いが粗雑であったので、別の病院に変えた。本人（父親）は殆

ど日本語が喋れないので息子が通訳する。 
事故後、Ｓ社の負担で通院治療し休業補償を受けていたが、9 月に入り保険会社は色々

言ってくるので、本人が加入していたＳ社（本人の加入している保険会社もＳ社）の保険

契約が弁護士付きだったから交渉に弁護士を付けた。 



4 
 

１２月頃、医者はそろそろリハビリ終了と言い出し、Ｓ保険会社は休業補償を打ち切る

と伝えてきた。しかし、父親は手や身体にしびれがあり仕事が出る状態ではないとのこと。  
２月４日にリハビリで病院に行ったところ、病院からは、Ｓ社からの保険が打ち切られ

たと言われた。 
息子が父親の診察チェック表を見ると、各項目とも状態良好のチェックが入っており、

父親の署名と押印がされていた。息子が父親に問い質すと、字の読めない父親は医者の言

うままサイン押印したとのこと。息子はその後、医者に問い質し、医者は再度、父親の病

状の訴えを聴きながら、治療チェック表を作成し直した。 
Ｓ保険会社は補償打ち切りに際し、本人には何も連絡しておらず、依頼した弁護士は神

奈川の弁護士で、対応が遅く、なかなか事が進まない。 
問題は、何故、保険会社は補償を打ち切ったか？医者の誤った診断結果を受けてかどう

か不明。また医者は何故、本人の訴えを聞かずに診断チェック表を作成したのか、しかも、

その後、訂正再発行している。勤め先の会社は休業して６ヶ月が過ぎ、出社しないのでそ

ろそろ辞める事を考えたらどうだと迫っている。また、休業中の社会保険料の支払いを請

求されて、息子がそれを支払っているとのこと。息子さんに「労災休業中の解雇は無効」

労基署に相談するように伝え、神奈川の弁護士に早急に対応するように依頼した。 
労災休業中に不利益取り扱いがあれば、ユニオンで「団交申入れ」を行うと助言した。 
 

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

日本で生まれ育った女子高生が大学合格したが強制送還 
（中国籍の両親の不法滞在が発覚、日本で生まれ育った女子高生が大学入学直前に強制送

還、身柄拘束された入管から恩師に宛てた手紙----支援者の本岡さん提供） 
愛知商業*の先生方へ 
今、この手紙は 12 月 27 日に入国管理局の出所待機室で書いています。誤字、脱字、ボ

ールペン書きでないことは許して頂きたいと思います。 
今日、強制退去命令を出されたため荷物をまとめて中国に帰国することになりました。

監視のもとで荷物をまとめたり、検査をして明日の朝、飛行機に乗ります。手紙を書くこ

とを許してもらえたのでよかったですが、しっかりあいさつもできずに日本を離れるのは

本当につらいです。気持ちの整理ができないまま書いているので文章がおかしいと思いま

す。すみません。 
 まず、私のように変わった状況にある生徒を他の生徒と同じように指導していただいた

ことを感謝しています。就職できず*ショックを受けたときも先生方がなんとかしようとし

ている姿や大学に向けての小論文指導、面接指導、応援の言葉やおめでとうの言葉をよく

覚えています。 
 本当なら先生方一人一人にありがとうございますと言いたいです。 
 次に、合格した愛知県立大学に入学することができず本当に申し訳ないです。愛商だか

ら愛商の先生方の助けがあったから受験することができたし、合格することができました。

それなのに、こんなことになってしまって本当にごめんなさい。本当に心の底から思って

いることを「本当に」と紙に書くことしかできないです。推薦をいただいて、調査書をつ

くってくださった柘植先生、推薦書を書いてくださった校長先生には直接謝りたいです。

学校の信頼、印象を悪くしてしまうとしたら悔しいです。 
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 私も卒業したかったです。愛商の校章と生徒手帳はもって帰ります。生徒も先生方も大

好きです。とても良い学校です。でも、日本は私の国ではないので帰るしかないです。 
 昨日、18 歳になりました。正直、つらいことばかりでした。現代社会の授業で倫理の勉

強をしたのですが、私は、その時間が好きでした。担任の先生に気に入られようとしてる

わけではありません（笑）。その人物の名前は忘れましたが「イデア」が理想であるという

考え方にとても共感します。 
 むなしいことばかりなので「あの世」とか「来世」で幸せになれたらいいなというのは、

おかしい考え方ではないと思います。私は、自分の身に起きる事を、他の誰かがどこから

か、おもしろおかしく見てばかにしているのかなと思うことがあります。それくらいに生

きるのが辛いです。18 歳になったばかりなのに、人生を語っていることを悪く思わないで

ほしいです。お願いしますよ（笑）。中村先生と西田先生の息子さんは、私と同じ誕生日で

したよね（12 月 26 日）。おめでとうございます。 
 友達にも別れを告げたかったです。特に 5 組の水谷文音さんには私のことを細かく話し

ました。とても大切な友達です。 
 もっと書くことがあるはずなのですが、急すぎて浮かびません。入管の人は、この手紙

を送ってくれると言いましたが、本当に送るかも私にはわかりません。でも届いたらいい

なと思って書いています。林先生は私に「どこに行くかじゃない。大事なのはなにをする

かだ」という言葉をかけてくれました。「どこ」の規模がちがいすぎますが、大事なことは

変わらないですようね。いつも遅刻ギリギリだったのもすみませんでした。 
 卒業証書が欲しいです。いつか学校に取りに行きたいです。無理かもしれませんが・・・。 
 私と家族に退去命令がでて中国に帰国することをクラスの人に伝えるかどうかはお任せ

いたします。 
 今まで本当にありがとうございました。 

3 年 3 組 39 番 林佳昕  
注釈：①愛知商業*：愛知県立愛知商業高校 

②就職できず*：不法滞在者でありビザがないので、就職できない 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

移移住住者者とと連連帯帯すするる全全国国フフォォーーララムム・・東東京京 22001199  
出会う、感じる 多民族・多文化社会 

〜いっしょに考え、ともにつくろう〜 

2019 年６月１日（土）〜２日（日） 

日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋 2-6-2） 

1. 東京オリンピック・パラリンピック 2020 開催を前に、人権が尊重される社
会の実現に向けた取り組みを日本社会、世界へ発信します。 

2. 東京を中心とした関東圏の多民族・多文化共生社会に関わる個人や団体の
ネットワーク作りを目指します。 

3. 「移民社会を支えるための提案（仮称）」を日本社会に発信します。  

  第二次安倍政権発足以降、成長戦略の名のもとに「外国人材の活用」が推進され、2019

年 4 月には、外国人労働者の新たな受入れが予定されています。その一方で、「移民政策

ではない」という主張を堅持する現政権は、すでに日本で暮らし、働き、学んでいる移民・
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外国人の存在に真摯に向き合うことなく、それゆえ、移民・外国人の権利保障や民族的・

文化的アイデンティティの尊重、差別禁止など、共に生きるための法的基盤は未整備のま

まです。 

  

 しかし、実際には、すでに日本は移民社会です。2018 年 6 月末現在の在留外国人数は

2,637,251 人。敗戦後のサンフランシスコ講和条約発効の 1952 年 4 月から 2017 年までに

日本国籍を取得した外国人は累積 550,715 人。1987 年から 2017 年までに生まれた外国ル

ーツの日本人は累積 610,344 人。2017 年に日本で生まれた外国人は 16,666 人——。日本は、

確実に多民族・多文化社会になっています。私たちは友人であり、同僚であり、クラスメ

ートであり、隣人であり、そして家族です。 

  

 世界各国から多様な人々を迎える 2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催を前

に、まずは「ここにいる」多様な人々の存在に目を向け、多様な人々の思いや状況を理解

することで、共に生きる社会をつくっていく必要があるのではないでしょうか。そのため

には、一人ひとりが心を拓き、「日本人」を中心とした社会制度を見直す必要があるでし

ょう。政府が背を向けているのであれば、私たち市民の手で移民政策をつくっていかなけ

ればいけません。 

  そのような強い思いから、移住者と連帯する全国フォーラム・東京 2019 を開催するこ

とにしました。 

＜メインスピーカー紹介＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜編集後記＞ 
会報発行が大幅に遅れて大変ご迷惑をおかけしています。毎回、ジリジリと発行が遅れ、そのう

ち、そのうちと思っている間に、後へ後へと先延ばしになってしまいました。多くの支援者には「ア
ミーゴスは解散したのか？」と思われたかも知れません。今後、発行体制を見直し、定期発行に努
めなければならないと思っています。 
尚、今後は 低年４回の発行は維持したいと考えていますのでよろしくお願いします。 

サヘル・ローズ さん 
（女優・タレント・キャスター） 

                    1985 年、イラン生まれ。幼少時代

を孤  児院で過ごし、8 歳で養母

と来日。様々な苦難を乗り越えな

がら、高校時代から芸能活動を始

め、J-WAVE でラジオ DJ デビュー

し、女優、タレント、 キャスターとし

て TV、ラジオ、映画、舞台と活動

中。日本語、ペルシャ語、ダリー

語、タジキ語を話し、趣味・特技は

テニスや絨毯織りと多彩。主演を務

めた「冷たい床-Cold Feet-」では

様々な国際映画祭で正式出品さ

れ、主演女優賞にノミネートされる 
など、女優としても幅広く活動を展開。 芸能活動以外にも、国

際人権 NGO の「すべての子どもに家庭を」の活動で親善大使を

務め、児童養護施設や里親制度に関わる講演会に招聘される

など、講演のテーマは多岐に渡る。 また、日本の施設への支

援活動など、自らの取り組みが認められ、2018 年、第 9 回若者

力大賞（社会をより良くするため活躍する若者に送られる賞）を

受賞。夢はイランに児童養護施設をつくることで、同じ境遇に苦

しんでいる施設の子どもたちを支援し、子どもたちに夢を与えよ

うとしている。 

矢野 デイビット さん 
（ミュージシャン・ Enije 代表・

明星大学客員講師） 

            日本人の父とガーナ人の母との間

にガーナで生まれる。6 歳の時、ガ

ーナで集団強盗に一家が襲われたこ

とをきっかけに日本へ移住。8 歳〜

18 歳まで児童養護施設で育つ。学生

時代からモデルや CM の仕事を始

め、その傍ら、好きだったピアノを

通して音楽活動を行う。現在ではソ

ロ活動のほか、元 J リーガーで 

作詞作曲家の兄と、薬剤師の弟とのヴォーカルユニット YANO 

BROTHERS としてもライブ活動を展開。NHK・E テレ「ハートネ

ット TV」、日テレ「チカラウタ」などにも出演。25 歳の時、ガ

ーナでのとあるストリートチルドレンとの出会いをきっかけ

に「誰にも守ってもらえない子供たちを守りたい」という想い

を抱く。自立支援団体 Enije を設立。2012 年に一般社団法人

化し、教育を柱にガーナで学校建設や教育する側の教育、運動

会やサッカー大会を行いながら支援を続けている。支援とは自

尊心を育てることという信念のもと、現地のコミュニティーと

自立に向けた活動を行う。また国内では楽しんだ代価をチャリ

ティーにする味の素スタジアムでのチャリティーフットサル

イベント等を主催。 


