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   コロナ禍で外国籍の人達は大丈夫？ 
        「移民難民緊急支援基金」の呼びかけ----全国移住連 
5 月 8 日に、募金の呼びかけを始めて 2 週間ほどが経ちました。この短期間に、6,280,500 円（5

月 26 日午前現在）ものご寄付をいただきました。皆様から多大なご支援が寄せられ、力と励まし

をいただいたことを深く感謝いたします。 

5 月 25 日に最初の締め切り分について確認を行い、186 人の方への支援を決定しました。5 月 14

日の支援の申請申込み開始から短期間にこれほど多くの申し込みがあったことには、コロナの影響

が出始めて約 3 ヶ月、多くの移民や難民の人たちがギリギリの状況で生きている実態が表れている

と感じています。 

 このうち 168 人が仮放免者や難民申請者、非正規滞在者など、特別定額給付金の対象外に当たる

方々でした。彼らは「コロナ前」から、困難な生活を送ってきました。そのなかで彼らを支えてき

たのは、家族やコミュニティ、教会や支援団体などです。しかしコロナの影響で、家族やコミュニ

ティの人たちも仕事を失ったり、休業を余儀なくされています。また教会も、ミサができないなど

により寄付が集まりにくくなっています。仮放免者らを支えるネットワーク自体が、コロナの影響

を直に受け、「共倒れ」にもなりかねない事態に直面しています。 

 そうした苦境は、他の移民たちも同様です。仕事を失った、何の補償もなく会社を休むようにい

われている、仕事がなくて帰りたいが帰国できないでシェルターに滞在している…。どの申し込み

からも深刻な状況が伝わってきました。 

 日本政府はこれまで、生活保護やその他の制度から排除されている仮放免者に働くことも認めな

いことで、いわば追い詰め、当事者たちにあきらめて「帰国させる」方針をとってきました。また

他の移民や難民たちの生活を保障する政策も非常に限定的です。それは、彼らをこの社会の一員と

して捉えてこなかったことを意味しています。しかし、「帰国」できない現状は、そうした政府の

移民・難民政策に限界を突きつけています。今こそ、この社会でお互いに支え合いながら生きる方

策が見出されねばなりません。私たちは、この基金の運営を通じて、その点についても発信をして

いきたいと考えています。 

 上記のように、1 回目の支援を決定しましたが、まだまだ、困窮している移民や難民の方々に支

援の手が届いていないのが実態です。本基金は 2000 万円を目標として掲げ、8 月までをめどに可能

な限り支援を続けていきたいと考えています。 

今回、「緊急」と銘打っていますが、多くの皆様からご支援をいただき運営するこのアクションが、

冬の間の土作りのように、困難な時代のなか市民社会の土台をつくる営みのようにも感じています。

一人ひとりの苦境の支えとなると同時に、しなやかで豊かな社会づくりの一助となるよう、どうか

引き続き皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。 

移住連 新型コロナ「移民・難民緊急支援基金」運営チーム 

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＞ 

 
 

 

 

                 お知らせ 

 当初、2020 年度アミーゴス総会を 6月 27 日に予定していましたが、コロナ禍の影響で、

多数の集まる総会は新型コロナへの感染のリスクがあることで中止とすることに決めまし

た。そこで、総会に代わるものとして 2019 年度活動報告や予算・決算、活動方針などの総

会資料を会報と一緒に会員の皆様にお届けして、ご意見等ございましたらご一報頂ければ

と思います、よろしくお願いいたします。 

               今後の予定 
★６月２６日（金）アミーゴス６月例会 午後７時よりカトリック三島教会 
★７月３１日（金）アミーゴス７月例会 午後７時よりカトリック三島教会  
★アミーゴス 30 周年記念誌発行スケジュール 
①５月中原稿依頼、 ②原稿締め切り７月１０日頃、 ③８月活字化、 ④９月割り付け編集、 

⑤10 月ゲラ版仕上げ、⑥11 月発行上旬発行予定 
 尚、アミーゴス 30 周年記念行事として 11 月中旬、30 周年記念講演会を行う予定です。 

————————————————————————————————————————— 

活動報告（主なもの） 
 ３／２７（金） 
１２時過ぎ、教会にピダパンが届き荷下ろし、受け取りに来た人達に配布。幸原郵便局で
２月分のアミーゴス倉庫電気代動力 6,169 円、一般 5,174 円と借地料１万円を振込む。 
６時半からアミーゴス例会、高原、小澤、百瀬、菊池、水野、水口、鈴木、平野、ダリオ・
カストロ（ペルー）、堀の１０名参加。①6/28 予定の総会は 6/27 午後からに変更、コロナ
の影響を考え内容は総会だけ、記念講演は 11 月頃の 30 周年記念誌発行と合わせて記念講
演を予定。講師は今年１月、県日本語教室講演会の講師、NPO ウェルディ代表、渡辺カン
コロンゴさんに依頼予定。「外国人難民問題」②移住連全国フォーラム（熊本）はコロナの
影響も懸念され、その後の情報が閉ざされているのではっきりした段階で検討する。③報
告、・Eさん 3/9 第２回審判、妻 Mさんは Eさんの子供への虐待を主張。4/8、３回審判で
反論予定通訳が必要。・Gさん、3/9、Y 市役所で高原、水野氏が出向き生活保護再申請、27
日生保決定。仮放免、食糧支援、離婚申立が課題。 
 ４／１（水） 
９時半頃、倉庫にジャパンからの食糧運搬トラックが到着。焼き肉のタレ２０ケース。 
 ４／８（水） 
水野、小澤さんが厚木にピダパンをもらい受けに行き、１２時頃到着。外国人が受け取り
に来て配布する。 
 ４／１７（金） 
アミーゴス会報の折込み作業をする。１０時過ぎ小澤さんに会報を届ける。 

＜2020年4月～2020年6月＞ 
4/26 鈴木百合子様   物品寄付 
4/27 遠藤 俊子様   寄付金 
5/03 寺田富美子様   寄付金 

5/18 浅川 隆子様    寄付金 
5/22 ふじのくにNPO様  物品寄付
5/29 岡本 邦彦様    会費 
6/01 千野 和子様    寄付金 
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 ４／２３（木） 
夕方５時前に小澤さんとアミーゴス倉庫に出かけ、水野、高原さんが八潮から食料搬入。
菊池、百瀬、小澤、堀らで荷下ろし作業。 
 ４／２４（金） 
夕方６時半からアミーゴス例会、高原、水野、菊池、小澤、百瀬、水口、平野、堀の８名
参加。①6/27 予定の総会は、26 日（金）に例会とぶつけ役員＋αだけでやることを検討、
6/1 会報と総会資料原稿を揃え、6/10 印刷、会員に郵送。②30 周年記念誌編集委員会は 5/8
午後 1時 30 分から教会で参加予定は高原、小澤、水野、水口、百瀬、寺田予定。 
 ４／２５（土） 
ふじの国フードバンクから魚の冷凍食品が午前１０時半から１１時に倉庫に到着予定。１
０時半頃小澤さんとアミーゴス倉庫に行く、到着したら既に水野さんが来ていて荷下ろし
完了していた。 
 ５／１（金） 
幸原郵便局で地主への借地料１万円を振込む。Tさんへの貸付返済金、遠藤とし子さんの
寄付金をアミーゴス口座に入金する。4月分倉庫電気代、動力 9103 円、一般 7211 円を振
込む。午後１時頃、神奈川フードバンクからクッキー35 箱入庫。午後、４時過ぎアミーゴ
ス倉庫に、水野、百瀬さん等が横須賀に食糧を受け取りに行き到着、高原、小澤、水口、
平野、後藤、堀らが荷下ろし作業。 
 ５／８（金） 
午後１時半からの 30 周年記念誌、編集委員会。高原、小澤、水野、水口、寺田、百瀬、堀
の７名参加。30 周年記念誌構想は、①巻頭言---高原、②各役員投稿、③アミーゴス・教
会関係者、④会報各年１号ずつ１０号分縮小版、⑤思い出のアルバム、⑥各活動分野報告・
紹介、⑦年表予定。 
・行程は５月中原稿依頼、原稿締め切り 7月 10 日頃、8月活字化、9月割り付け編集、10
月ゲラ版仕上げ、11 月発行。 
 ５／１５（金） 
群馬からペットボトルが本岡さん経由で 12 時過ぎ入庫。高原、百瀬、菊池さらで荷下ろし
作業。 
 ５／２０（水） 
午前中、堀、百瀬氏の二人で、水野さんの軽トラで小田原の報徳食品センターに食品受け
取りに行く。アミーゴス倉庫到着は１１時頃。菊池さんが来て一緒に荷下ろし作業。 
 ５／２１（木） 
レンタカーで水野、高原さん等が八潮に食糧調達に行く。夕方、５時半頃アミーゴス倉庫
に到着。菊池、小澤、百瀬、平野、後藤、堀の６名が荷下ろし手伝い。 
 ５／２２（金） 
午後７時から赤い羽根補助金申請の検討会、高原、水野、小澤、百瀬、堀が参加。途中、
NPO 沼津自立生活支援センターの大塚、小和田さん等２名が来て相談会。平野氏も来る。
８時過ぎ、申請用紙の書き方について検討会、９時過ぎ終了。 
 ５／２４（日） 
夕食後、夜、アミーゴスでの赤い羽根助成金応募書類を書く。 
 ５／２７（水） 
10 時 40 分頃、ふじの国フードバンクから魚の冷凍食品が到着。高原、平野氏等も来て荷
下ろし作業。１２時過ぎ、小田原から水野、水口さんの食糧品トラックが到着、荷下ろし
する。 
 ５／２８（木） 
10 時 40 分頃、アミーゴス倉庫にヤマト運輸が到着。冷凍食品を３箱荷下ろし、冷凍庫に
詰める。 
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＜外国籍の人達の窮状＞ 
数年前、沼津に住んでいたペルー籍の女性で、御主人が重い病で働けない。専門学校を

卒業し働き始めた息子さんがいたが、サービス残業を強いられ辞めてしまった。生活保護
の申請をしたが、家があるとのことで門前払い。その後、家を処分し、親戚のいる群馬に
引っ越した。病弱な夫を抱え、一人派遣労働であくせく働いていたが、このコロナ禍で失
職。食糧援助を求め社会福祉協議会に相談に行ったら、「友達にお願いしたら」と素っ気な
い対応で途方に暮れている。アミーゴスに救援依頼が届いた。 

＜2020 年 4 月 25 日（土）アミーゴス倉庫での食品配布活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞振り返ればカサ・デ・アミーゴス発足 30 年を迎える。これまで長きをよ
く続いたとの感がある。多くの皆様方のご支援の結果でもあり、ありがたいことです。
今年は 30 周年を振り返る意味で記念誌発行を計画した。初代代表のシスター尾高が引
退して 10 年、尾高の引退は東北大震災の直後だった。90 歳を超す高齢だがまだまだ
健在のご様子。30 周年を記念して是非とも一度お会いしたいと思う。 

令和２年５月 14 日  
カサ・デ・アミーゴス東部 御中  
 

     ふじのくに NPO 活動センター 
 
「手づくりマスクを届けるプロジェクト～うち
っち de ボランティア」手作りマスクのお届けし
ます！ 
ふじのくに NPO 活動センターでは、「手づくり

マスクを届けるプロジェクト～うちっち de ボラ
ンティア」を展開し、マスクが不足している団体
に、ボランティアの方々に手づくりしていただい
たマスクをお届けしています。中学生や高枝生か
らのものもあります〔＾＾〕 
 マスクが届きましたら、装着したお写真やメッ
セージなどいただけたら嬉しいです。 
作ってくださった方にお送りしたり、Facebook
やホームページなどでご紹介させていただいた
りしたいです！ボランティアの皆様の力にもな
りますので、ぜひよろしくお願いします。 
http://www.facebook.com/fnc.shizuoka/ 
http://www.shizuokafund.org/training/ 

handmade_maskpj.html 
 長引くコロナ禍の中、不安な日々が続きます
が、皆様の助け合いで笑顔が広がり、この難局を
乗り超えられる日を信じ、決してあきらめず活動
を続けていきます。今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。 

＜ふじのくに NPO からの寄贈マスクを装着した面々＞ 


