ええじゃん関係者の皆さま

ええじゃんニュース（2019/８/9）
先般、久々にええじゃんニュース（７/18）をお届けしたつもりでしたが、たくさんの
メールが帰ってきましたので、ご覧頂けてない方も多いと思います。そこで、多少追加して
再送いたします。 さらに、特記したいことは、昨日（８/8）のひろしま国際センター設立 30
周年記念式典の際、先導的・模範的な活動をしている県内３団体の一として、当市民グルー
プええじゃんに対し、同センターより助成金交付決定がなされ目録（金２０万円也）を頂い
たことです。事業名「転ばぬ先の杖」セミナーの事業計画書を添付いたします。
「転ばぬ先の杖」セミナー
同セミナーは毎月１回、月末頃の土曜日に開催したいと思います。講師は当会の活動にご
協力頂いている弁護士、社労士、社会福祉士等専門家・実務者・市民活動家等にお願いし、通
訳者、コーディネーターも参加して頂き、極めて分かり易いセミナーになるよう努めたいと
思います。皆様方のご協力と PR をお願い致します。 会場はひろしま国際センターの会議
室で、同センターの弁護士等の相談日である土曜日に合わせ、個々の相談案件にも対処出来
るよう図りたいと思います。
（ただ、同センターの規約により、会場予約は３か月前までとな
っていますので、第１回の 9 月 21 日(土)、10 月２６日(土)、１１月３０日(土)のそれぞれ、
14 時～17 時までを予約しています。
）
・事業計画書
団体名

市民グループええじゃん（Ａｓｉａｎ）

事業名

「転ばぬ先の杖」セミナー（講義・グループ討論・個別相談）

実施期間
実施場所
対象

者

日～２０２０年３月３１日

☑市内

広島市中区中町 8-18 広島クリスタルプラザ６F

☐県内

(公益財団法人)ひろしま国際センター(交流ホール）

一般・大学生・高校生・中学生・小学生・幼児
会員・その他（在住外国人、留学生、技能実習生、特定技能等）

参
加

２０１９年９月

予定
人数
費用

合計

５０人

一般参加者
運営スタッフ

４５人（内外国人 ２５人）
５人（内外国人

２人）

無・有
私達は、身近に住んでおられる外国人と市民レベルのお付き合いと助け合い

実施目的

をしたいと思う。しかし、日本の生活、文化、習慣、法律、制度など判り難い
ことが多い。
日本には困った時に役立つ立派な制度があり、専門の窓口があるが、そこへ

行き着くのが困難で、ハンディをかかえた外国人にはなおさらのことと思う。
そこで、今まで続けてきた無料相談事業から見えてきた、「外国人のニッポ
ン生活トラブル事例」を選び、それぞれをテーマに、毎月１回、専門家による
解説とグループ討論で理解を深め、個別相談も受けられるセミナーを開催する
こととした。
しかし、その趣旨は、日本人が日本の流儀を外国人に教えるということでは
なく、お互いの立場を理解し、共に協力して新たに築く共生社会のための試み
であり、毎回、アンケートを取りながら、より有益なセミナーとなるよう取り
組んでまいりたい。
内容/３時間(講義１時間、グループ討論１時間、個別相談１時間)

事業内容

周知方法

１回目：日本の職場と地域の付き合い方など

（ 9 月）

２回目：交通事故・医療

（10 月）

３回目：結婚、離婚、ＤＶ等

（11 月）

４回目：労働(パート、労災、ハラスメント等)

（12 月）

５日目：被災時の対応と予防

（ 1 月）

６回目：福祉（見学会あり）

（ 2 月）

７回目：その他、総括、終了式

（ 3 月）

http://www.h-asian.org/

ＳＮＳ

報告 （6 月～８月）
①（6/5 13:30 ~

サポート１番館 みどりグループと協議

②（6/8 13:30~16:30

広島弁護士会館 反貧困ネットワーク広島総会

③（6/8 14:30~16:40

広島弁護士会館 消費者ネット広島総会

④（6/15 10:00~12:00

サポート１番館 シェアオフィス協議

⑤（6/15 18:00~19:30

杉の浦市民センター 宮島国際塾

⑥（6/16 13:00~17:00

己斐公民館

⑦（6/23 11:00~

東京交通会館 12F C ターンフェア参加

春の会例会

⑧（6/26 13:30～16:30 廿日市中央市民センター

TABICA ワークショップ

⑨（6/29 13:30~16:00

福山市内 多文化マネージャー連絡協議会

⑩（6/29 17:30~18:30

サポート１番館 テナント「おはつ」と引継ぎ

⑪（7/ 2

18:30~19:30

あいプラザ２F 廿障連 月例会

⑫（7/ 3

13:00~

サポート１番館 シェアオフィス協議

⑬（7/ 4

13:00~

サポート１番館 ええじゃん HP 作成協議

⑭（7/ 9

13:35~16:30

岡山国際交流会館

入管法関係説明会

⑮（7/12

13:00~16:30

広島市留学生会館

外国人留学生・企業合同説明会

⑯（７/12 14:00～15:40 メルパルク６F アセアン協会セミナー「日本とベトナム」
⑰（７/13 16:30~18:00

杉の浦市民センター 宮島国際塾

この度の高校入試に日系フィリピン人中学生の該当者全員合格し、進学後も 元気に学園
生活を送っていました。広島大学の教官と留学生、さらに日本人大学（院）生のご協力と 1
年間の広島県共同募金会の支援に感謝します！
今後の資金繰りで何かいい情報があれば教えて下さい。学習支援だけでなく、彼等が本
音で話し合え、夢を語れる場を月２回は確保したいところですが、スタッフの旅費さえま
まならない現況です（困った。コマッタ！）
。
⑱（7/20

18:00 ～ 21:00 サポート１番館他

「けん玉 de ナイと！」

「第６回けん玉ワールドカップ in はつかいち」がスポーツセンターで開催され、海外の
１５の国・地域から８３名、日本から３７３名の選手が参加し、7/20 予選、7/21 決勝選を
戦いました。２０日の予選終了後、JR 廿日市駅まで選手等をピストン輸送し、商店街のス
テージに集め、世界の華麗なテクニックを目の当たりにし大興奮の会場、そして買物と食
事を共に楽しんで頂きました。ええじゃんは、ボランティア通訳者を募り（英語、中国、韓
国、ポルトガル語）スポーツセンターから商店街まで案内・通訳を行いました。
（サポート
１番館３階で情報交換と休憩）
。
⑲（7/21
⑳ (7/22

13:00~15:30
14:00~17:00

己斐公民館 春の会例会
RCC 文化センター

行政書士会研修「外国人雇用のために知

っておきたい労働法」
㉑（7/31

8:55~15:10

㉒（8/6

19:00~21:00

サポート 1 番館 技能実習生の実態調査

㉓（8/8

12:00~15:00

ANA ホテル ひろしま国際センター設立３０周年記念式典

㉔（8/9

16:00 ~17:00

ひろしま産業振興機構

予定

岡山県労働基準協会 生活指導員講習

大学生の調査対応

（８月～9 月）

①（8/10

12:00 ~

サポート１番館 or 広島市内 小林彩加さんを囲む会

②（8/10

17:30~

「なごみ」 ほのぼの広島会の納涼例会

③（8/21

13:00~16:30

TKP ガーデンシティ広島駅前大橋

④（8/31

16:30~18:00

杉の浦市民センター 宮島国際塾（宿題サポート）

⑤ (9/8

10:00~1430

クリスタル･アージョ AICA(安芸高田市国際交流協会)

⑥（9/9

8:55~15:10

JITCO

林業ビル８F 生活指導員講習

その他
① 市民グループええじゃん（Asian）のホームページをリニューアルしました！ パソコン
でもスマホでも見ることが出来ます。

https://www.h-asian.org/

まだ工事中ですが、そっとご覧下さい。きっと驚かれると思

いますよ。しかし、もっと重要な情報が抜けているかも知れませんし、外国人が使うに
はもっと工夫が要るでしょうし、皆さんからドシドシご注文を承り、活かして使えるも
のにしたいと思います。ええじゃんと関係者・団体の皆様が利用する広告塔も兼ね、真
に役立つツールとして育てたいと思います。ご賛同・ご協力頂いた皆様、実際に作成し
て頂いたテックヒューマンさんに改めて感謝致します。有難うございました。そして、
これからもよろしくお願い致します。
② 市民グループええじゃん（Asian）は、今、変身をしつつあります（変心ではありません。
）
。
外国人個々のトラブルに向き合ってきたこの 15 年を経て、今からは、外国人労働者とそ
の家族に対する制度的支援にも組織的に取り組もうとしています。
その理由は、ご承知の通り、ここ最近の政府の入管政策の大改革にあります。もはや
「移民政策」に舵を切ったとしか言えない中で、広島・廿日市地域もまた大きな変化が
予想され、手をこまねいているわけにはいかないと思います。ご関心ある外国人、日本
人スタッフや関係者のお知恵とご協力を賜りたく存じます。
③ 以前より日本に永く在留しながら多くの課題をかかえて生きてこられた在日、日系人、
そして中国帰国者等が高齢化し、その生活の支えや見守りに多くの課題が顕在化しつつ
あります。早い話が彼等を預かる施設があるでしょうか？言葉も文化も嗜好も違い、認
知症気味にでもなれば、介護施設の受入困難が予想されます。その中で、この度、広島市
内のキリスト教系の施設「社会館」では、中国帰国者 12 名の受入が進みました。私ども
もそのディケアの現場に参加させて頂き様子を見せてもらいましたが、長テーブルの端
に一般の日本人高齢者、ズット離れた反対側の端に中国帰国者の高齢者がそれぞれ陣取
って、入浴時間待ちのリハビリ体操やゲームなどやっていました。施設職員やボランテ
ィアが間を取り持って盛り上げようとしますが、中国語が分かる人が少ないためそれぞ
れ別の動きになり苦労されていました。この社会館を試金石として何とかサポートした
いものです。中国語が多少でも分かれば彼らの傍に座って顔を見ながら、雑談でもよい
から話し合いたいと思います(ポケトーク活用を考えています)。どなたか出来る範囲で
ご協力頂けませんか？ http://syakaikan.jp/kaigo/
④ サポート１番館２階（３室、約１００㎡）のテナント募集中です！ 下記のライフルホ
ームズの Hp(https://www.homes.co.jp/chintai/b-32131780000028/)の他、シェ
アオフィスとしての利用計画もありますので、是非、一度ご覧下さい。
⑤（9/7(土) 13:00~16:30

アステールプラザ大会議室 「私たちにもできる虐待防止」参

加費：５００円 サポート１番館３階のテナントである「NPO 法人 CAP 広島」が参画
しておられる行事です。https://kodomoegaonet2015.wixsite.com/mysite-1
以上、盛りだくさんなご報告とお願いを致しましたが、お気軽にお電話、メール頂き、ご来
所頂きたくお願い致します。 （文責：栗林）

