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若い世代で中間支援組織をつくるとい

うプロジェクトが動き出していました。

2007 年 12 月と 2008 年 1 月に開かれ

た集まりに参加し、翌月からは設立準備

がはじまりました。どのような団体をつ

くるか・・・、個人的には、誰かが多文

化共生を仕事として本気でやりたいと

思った時に、その受け皿となるようなプ

ロフェッショナルな団体にしたいと思い

ました。その当時は僕もボランティアで

したが、ボランティアでしかされないこ

とはあまり先がないと思ったので。また、

中間支援組織ということで、現場の人が

円滑に活動できるようなサポートや、こ

の地域で求められていることは何かな

ど、全員で話し合いを重ねました。

　2008 年 10 月、任意団体として正式

に立ち上げる際に、僕が代表に選ばれま

した。はじめから代表として団体を設立

したわけではなく、自分が関心をもって

ここにいたら、代表という役割がまわっ

てきたということです。なので、それか

らはずっと背伸びをしながら、それが見

えないようにしていました。想像以上に

大変な日々でしたが、同世代で同じよう

な関心を持っていて、かつ、人に求めら

れていくものを形にしていこうという仲

間がいるからこそ、現在も続いているの

だと思います。

　代表であることを意識するようになっ

これまで、『たぶんか便り』では様々な団体の方々にお話を伺ってきた。それぞれ方法は異なっていても、

目的として共通するのは「だれもが暮らしやすい地域をつくる」こと。『たぶんか便り』を発行している

多文化共生リソースセンター東海も設立して 5年、多文化共生分野のNPOでは唯一の中間支援組織と

して、市民やNPO、行政等 をつなぎ活動を展開してきた。他団体と異なる切り口の活動において、どん

な人が何を想って活動してきたのか。代表理事の土井佳彦に話を聞いた。　

　実は、この団体に関わるまでは、はっき

りと「多文化共生」の活動をしようと意識

したことはありませんでした。学習者とし

て外国の文化や習慣・考え方に興味があっ

たので、いつか海外で日本語教師として働

きながら学ぼうと思っていました。大学卒

業後、ボランティアで日本語教室に関わる

ようになり、そのうちの一つに愛知県豊田

市の NPO 法人保見ヶ丘国際交流センター

が主催する日本語教室がありました。その

教室の目的は、日本語を学んでもらうこと

だけではなく、集まった人が日本語で語り

合い、相互理解を深め地域に馴染んでいく

ことでした。そうした活動がとても楽しく

て、自分はこういうことがしたかったのだ

と気づきました。

　2006 年 3 月、そこで防災の研修会が開

かれ、講師として田村太郎さん (NPO 法

人多文化共生センター大阪代表理事 ) がい

らっしゃいました。阪神・淡路大震災が起

きた当時、外国人が困っている状況を知っ

て支援活動を行っていたということを伺っ

た後、「君がしていることは多文化共生と

いうものの中の一つだよ」と言われました。

自分の中で、日本語教育を多文化共生の中

に位置づけるようになったのはそれから

だったと思います。

　その頃、これからの外国人支援を考え、

てから、大切に思うことが変わってきまし

た。代表でなければ、みんなが楽しく関わ

れるということを一番に考えていたかもし

れません。ボランティアも含め、いろいろ

な立場や興味関心で関わる人がいるので、

みんなが楽しく気持ちよく活動できること

はとても大事だと思います。それがないと、

組織としても成り立たないし。でも代表と

しては、それを最優先するわけにいきませ

ん。極端な言い方をすると、その人の自己

満足につながるだけで終わってしまっては

意味がないと思うからです。やる側が楽し

く仲良くやっていること自体は、すごく大

事だと思っています。でもこの団体は、困っ

ている人や社会の課題を改善し、こうなれ

ばいいなという希望が少しでも叶えられて

いくことに存在意義があると思っています。

なので、今一番大切にしているのは、当団

体を必要としている人の気持ちや願いです。

　また、活動範囲が広いわりにスタッフが

少ないので、すぐに課題が改善される状況

ではありません。でも、当初はほとんどい

土井 佳彦 Yoshihiko Doi 

ーこの団体で活動するようになった
経緯と、多文化共生に興味をもった
きっかけを教えてください。

写真：日本語ボランティア養成講座にて。
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なかったボランティアやインターンも増え、

これまでに多くの人がスタッフとして支え

てくれました。この団体がなければ、そう

いう機会さえ提供できなかった。リソース

センターがあったから多文化共生に関心を

持ち、この地域社会の未来について考える

人が増えているんだなと思うと、活動を継

続していくこと自体にも大きな意味がある

なと感じています。

　特に感じる変化は二つです。一つは、団

体の設立趣旨でもある、この地域の人材や

情報など、「地域の社会資源（リソース）」

を必要とされた時に提供したりつないだり

できるようになったことです。団体には毎

日、いろいろな相談がきます。５年間続け

てきて、それにある程度応えられるように

なったと思いますね。正直、時間がかかる

わりにほとんどお金にならない部分なので

大変ですが、地域の役に立っていることを

実感できる部分でもあります。

　もう一つは、多文化共生に関する仕事や

それに関わる団体で活動することを志望す

る人が増えていることです。最近では、幼

いころ来日し、サポートを受けながらがん

ばってきた子どもたちが大学生・社会人に

なり、「自分の経験を生かして何か役に立ち

たい」という思いで立ち上げられた団体が

いくつかあります。彼らの活動は、日本生

まれ・育ちの日本人による活動とは意味が

違います。団体としても個人としても、い

かに余計なお節介をしないで必要なサポー

トができるかを考えています。

　一方で、この５年間で次々と新しい問題も

出てきています。今後もさらに複雑で解決が

困難な問題が出てくるでしょう。そこに、今

の若い人たちが自分の経験を生かしながら、

職業として活躍していける社会をつくってい

くことが僕たちの役目だと思います。

　リソースセンターで設立当初から活動し

ているのは基本的に、代表理事、副代表理事、

事務局長の３人しかいません。でも、その

３人だけでやれたことは何一つなくて、

何かする度に、誰かが協力してください

ました。それには、感謝の一言に尽きます。

短期的な雇用しかできなかったことが本

当に悔やまれますが、今でも他の仕事を

しながら協力してくださる方、つながり

を持ち続けてくださる方が多いので、何

かあればこちらもお手伝いするなどして、

これからも良い関係を続けていきたいと

思っています。

　現在のメンバーも、多文化共生へのか

かわり方や立場、バックグラウンドは異

なります。そのため、当然なのですが、

目指していることや活動での優先順位が

なかなか一つになりません。もちろん、

外国人だからという理由で差別偏見を受

けることのない、多様性が豊かさに変わ

る社会をつくりたいという気持ちはみん

な持っています。大枠の部分は共通して

いるので、今まで山あり谷ありあっても

大崩れせずにやってこられたのだと思い

ます。でも、一つひとつのプロジェクト

を進めるにはものすごく細かい部分まで

話し合い考えていかなければいけません。

社会状況も大きく変わり、人の出入りも

激しいので、組織運営も柔軟に対応して

いく必要があります。おそらく、これか

らは今までと違う点でぶつかりあうこと

が増えると思います。お互い、「十分な配

慮とほんの少しの遠慮」でやっていきた

いなと思います。

　個別の取組みではなく、“ 仕組み ” を

つくっていきます。現在、多文化共生の

地域づくりは、地域によって当たり外れ

が大きすぎます。どこでも同じように良

い取り組みがある状態になるように、僕の

担当事業として、日本語教育と災害時対応

の２つを中心に仕組みづくりをしていきま

す。団体全体としては、多文化共生につい

てもっと多くの人に知ってもらうために、

研修会等の場づくりをしていきます。特に、

これから出産や仕事を経験する若い世代に

伝えていきたいです。

　そして内部的には、スタッフそれぞれが

できることや共有する部分を増やしていく

こと。また、リソースセンターが新たな活

動やつながりが生まれるプラットホーム的

な存在になるようにしていきたいと思いま

す。ずっと人の縁で支えられて今の僕があ

るので、ボランティアやインターンにも、

もっと人の輪を広げてほしいと思うので

す。事務所に足を運んだりメールを送った

りしたこと自体が、思い切って行動してく

れたことの証だと思うので、それを空振り

で終わらせないように、次へと続く機会を

つくっていきたいですね。

　最近は仕事だけではなく、スタッフ個々

のプライベートにも様々な変化が起きて

いて、人の働き方や生き方についてもす

ごく考えさせられます。きっと、これか

らの５年間のほうがはるかに団体として

活動していくことが難しく、同時に楽し

くもあると思います。気持ちを引き締め

つつ、希望をもって進んでいきますよ。

（文責：佐宗希恵）

代表理事：土井佳彦

〒 460-0004  名古屋市中区新栄町 2-3

 YWCA ビル 6 階

TEL：052-228-8235  FAX：052-228-8236

E-mail: mrc-t@nifty.com  

blog: http://blog.canpan.info/mrc-t/

写真：５周年を記念し、スタッフと。

写真：外国人コミュニティフェア2013にて。

  ( 特活） 多文化共生リソースセンター東海

ー 設立から５年、どのような変化を感
じますか？

ー 5 年間共に活動されてきた方々へ
一言お願いします。

ー 今後どのような活動をされていく
予定ですか？
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後藤 美樹 Miki Goto

関戸 美惠子 Mieko Sekido

田村 太郎 Taro Tamura

特定非営利活動法人 多文化共生リソースセンター東海 副代表理事

一般社団法人 SR 連携プラットフォーム代表理事
特定非営利活動法人 多文化共生リソースセンター東海理事

特定非営利活動法人 多文化共生リソースセンター東海理事
特定非営利活動法人多文化共生センター大阪代表理事

当団体も設立から６年目を迎えました。長いようで、あっと言う間の５年間でした。東海地方におけ

る「多文化共生」実現の一助となりたいとの思いから、行政やボランティア団体との恊働による、様々

なプロジェクトを実施してまいりました。

　特に愛知県においては、外国人コミュニティに関する事業をいくつか委託させて頂くことが出来ま

した。外国人コミュニティは、多文化共生に必要不可欠な存在でありながら、財政不足など慢性的な

経営に関する課題を抱えています。そうした団体の現状を、「多文化共生コミュニティ支援業務」な

どの実施を通じて、微力ながら、現場の声をお伝えすることができたと思います。５年前と比べ、こ

５年前、法人設立に少し関わった。土井さんからは「産みの親」等と煽てられる？こともあるが、

実際の所は「産婆さん」の役回りだったのだと思う。産み出そうとし又産まれようとする「親子」

がこの地域に確実に存在していたのだ。在住外国人の割合の高さ、懸命に生きようとする外国人

の方やそのコミュニティ、それを支えようとする様々な支援団体。「共生」に戸惑う地域のコミュ

ニティも含めて、それらがさしずめ母胎とするならば、そうした現場を、情報も含む多様なリソー

スを繋ぎ合わせて、根底で支えようという志を潜在的に有していた若者たち。彼らこそが、産声

を上げようと頑張る「新しい生命そのもの」であったのだ。その子がようやく５才になった。多

文化、多様性が「豊かさ」となる社会への歩みは、その切実なニーズに比して遅々として見える

かもしれないが、焦ることはない。「リソースセンター」という名に込められた現場への尊敬を

忘れず、飽くなき挑戦を！

困難に直面している外国人のために何かをしたい、という気持ちを持つ人は、直接相談を受けた

り日本語を教えたりする現場で活動することが多い。しかし、そうした人々を支える活動や、し

くみを整えたり必要な道具をつくったりする活動もまた重要です。「中間支援」と呼ばれるこう

した活動は、直接「ありがとう」といってもらう機会も少なく、寄付やボランティアを募るにも

苦労しますが、「多文化共生リソースセンター東海」は多くの方々の支援をいただきながら、設

立から５年を迎えることができたのはほんとうにうれしいことです。

　リーマンショックや東日本大震災を経て、日本社会は大きく変化しましたが、欧米では石油

ショックを経て「多文化主義」への理解が深まりました。ちがいを認め合いながらともに生きる

社会づくりは、日本でもこれからようやく本格化すると私は考えます。スタッフのみなさんとと

もに、理事として私も微力を尽くしたいと思います。

こ東海地方でも様々な事業が開始され、またボランティア団体も増えてきました。今後は、具体的な

課題の解決策を提示し、どのような専門性をもって事業を展開するかが、当団体の課題だと思います。
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河村 槙子 Makiko Kawamura

特定非営利活動法人 多文化共生リソースセンター東海 事務局長

写真：持ち寄りランチ

の様子。

これまで委託事業を中心に様々な経験を積んできました。次のステップとして、これまでにでき

たつながりをもとに、中間支援組織の強みを生かした活動を強化していきたいと思います。

ワールドコラボフェスタの準備していた頃、各国の手

料理を持ち込んでランチしたことが良い思い出です。

多文化共生リソースセンター東海での仕事はいつも

チャレンジで、たくさん自信になりました。だから、

現在の英会話講師の仕事（副業）にもトライできたの

だと思います。40～ 60代中心の生徒 12人ほどいま

すが、皆と仲良しです♪

初めて多文化共生に関わる仕事をいただいて、最初は少し不安が

ありました。でもその後、事業でご一緒する市役所の方から親切

な説明をしていただき、チームワークも良くなり、事前の練習も

行って、だんだん自信になりました。実際に調査にいって、日本

人と外国人の方々と交流ができて、とても楽しかったです。たま

に日本語がわからない中国人の方に日本語を教えてあげ、感謝の

声をいただくこともあり、自分自身も成長していると感じました。

またチームワークの仕事ですので、お互いに協力する気持ちもだ

んだん強くなって、最後には友達になれて、とても良かったと思

います。短い半年間の仕事でしたが、いろいろなイベントにも参

加させていただきました。その後、多文化共生の仕事にも興味を

持ち続けていて、たくさんの友人とつながることもできました。

委託事業の中で、スタッフ皆で企画した外国人コミュ

ニティ向けの研修会が印象に残っています。上司がや

ることの指示を出すのではなく、スタッフが各々責任

を持って、サポートを受けながら個々に話し合って作

業できたのがよかったです。成長できたと思います。

ただ一点、委託事業の期間が短かかったのが残念です。

初めて愛知県から受託した事業が一番思い出に残って

います。いろいろ大変でしたが、今でもともに働いた

スタッフの皆さんを戦友のように思っています。

ー 団体設立から 5 年が経ちましたね。今後の展望について 教えてください。

ー 具体的に考えていることはありますか。

　元スタッフ　竹村明子

　元スタッフ　伊東大輔

　元スタッフ　山田ロサリオ

　元スタッフ　周蔚

政策提言や研修会です。例えば、外国籍住民の高齢化や外国にルーツのある児童の発達障がいな

ど、現場での課題は多様化してきています。当団体でその状況をまとめ、より良い方向に向かう

よう、しかるべきところに働きかけをしたり、現場団体さんのニーズを調査したうえで研修会を

企画したりしていきたいです。

また、子ども支援や福祉、防災など多文化共生分野以外で活動する団体さんとの連携も強めてい

きたいです。やりたいことはたくさんありますが、方向性としては中間支援という立場に特化し、

多文化共生の「仕組みづくり」、「環境づくり」、「意識づくり」をしていきたいです。

( 文責：田口智恵）

多文化共生リソースセンター東海の立ち上げから関わり、5年が過ぎました。その間に様々な事

業を通して、60名以上の方にお仕事をしていただいたり、ボランティア・インターンをしてい

ただいたりしました。思い出はたくさんありますが、雇用期間が終了してからも、皆さんとつな

がり続け、あらゆる場面で協力していただける関係を築けたことに感謝しています。

今回は、そんな皆さんからのメッセージをいただきました。（事務局長　河村槙子）

５たぶんか便り



 人がかかわるムーブメント
 を起こしたい
   　　　　　 ～人と人とのつながりを大切にして～

Interview

細谷レックスマーク賢治 さん

外国にルーツをもつ人々

細谷レックスマーク賢治さんは８歳のクリスマスの日に来日。来日してすぐ、
小学校２年生の３学期から日本の公立学校へ通った。学校では唯一の外国人
だったため、友達はなかなかできなかったが、おしゃべり好きな性格が功を
奏して日本語を覚えるのは早かった。高校卒業後、就職したレックスさん。
荒れた時期もあったが、現在は仕事の傍ら、音楽活動や多文化共生を広める
活動に積極的に参加している。人間味溢れる魅力的なレックスさん。彼の魅
力はどこからつくられたのだろうか。　

同胞への想い

　近年、親子関係がうまくいっていない

という人からよく相談を受けるという

レックスさん。小学生の頃は、ブラジル

と日本、２つのルールの中で迷うことも

多かったそうだ。「家の中ではブラジル

のルール、学校では日本のルールを守る

ように言われましたが、なかには対立す

るものもあって、選択するのが難しかっ

たです。」また、「家の中で皆が笑ってく

れたことを学校で話しても誰も笑ってく

れなかったり、学校で楽しかったことを

家で話しても理解してもらえなかったり

しました。」家庭・社会・学校で言って

いることが異なり、何が正しいのかわか

らなかったそうだ。

　今では日本語もポルトガル語も流暢に

話すレックスさん。普段の生活は日本語

で送ることが多いが、ポルトガル語も保

持している。「来日してからずっと、家の

中ではポルトガル語を話しています。自

分をここまで育ててくれたのは親ですが、

教育は兄姉の影響が大きいです。」幼い頃、

兄姉にポルトガル語が下手だと言われて

悔しかった。しかし、その時の悔しさが

あったから今でもポルトガル語が話せる

という。また、小学校３年生の時には、レッ

クスさんの芯をつくる出来事があった。

「プールに行ったとき、順番待ちをしてい

たら、上級生に『横入りをした』と言われ、

ぶつかられました。泣きながら兄のもと

に帰ると『何でやり返さずに帰ってきた

んだ』と怒られました。兄は僕が何でも

誰かに助けてもらえると思わないように

指導してくれていました。」

　思春期になると、自分はいったい何人

なのかと思い悩んだ。８歳で来日したた

め、日本での暮らしのほうが長い。ブラ

ジルのことは自分が知ろうとしていたか

ら知っていることも多いが、幼い頃まで

しかいなかったため、知らないことも多

い。転機が訪れたのは、23 歳でカナダ

に留学したときだった。「カナダに行っ

て、いろいろな人種の人に出会って、こ

れまで思い悩んできたことが解消されま

した。行って帰ってきてから、自分は日

本人でもブラジル人でもない『地球人』

だと思うようになりました。自分が何人

かは、誰かが決めるものでもなくて自分

自身が決めるものです」と語る。

　職務質問など、外国人ということで嫌

な思いをさせられたときでも丁寧に対応

する。「少しでも外国人の印象を良く

したいので、『大変ですね』と労いの

言葉をかけるようにしています。『外

国人だからって、どうして差別するん

だ』と言い返しても何も良くなりませ

ん。来日当初はデパートに行ったら『外

国人が入りました』というアナウン

スが入っていました。最近は、テレビ

を見ていても、好感度が高い外国人や

ハーフも多く出てきています。変わっ

てきているなと感じます。」

　ここ８年ほど、多文化共生関連の

イベントに積極的に参加している

レックスさん。「日本人がこれだけ一

生懸命関わろうとしてくれているの

に、外国人はどこまで心を開こうと

しているのだろうかと思うことがあ

ります。日本人が変わるのではなく、

与えられているものに外国人がどの

くらい反応できているのでしょうか。

日本人は謙虚で頼んだことはやって

くれるという性質があり、ブラジル

人は自発的ですがお願いしたことを

聞かないという傾向があります。こ

こは日本なので、自分たちから日本

に入っていく努力は必要だと思いま

す。時々、日本人の支援者から『外

ブラジルと日本の狭間で

ブラジル人？日本人？

マイナスをプラスに変える

自分の芯をつくるもの

６たぶんか便り
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理想の社会を実現するために…

The TOKAI Branch of the "GAIJIN"

国人の子どもたちのために教育を変え

る必要はありますか』と聞かれますが、

外国人だけのためにする必要はないと

思います。日本人の子どもも含めての

改善なら必要だと思いますが…。ただ、

外国人の親の教育は絶対に必要です。」

　日本人と外国人の間にある “ 見えない

壁 ”。その壁をとっぱらうために日本人

がすることはないというレックスさん。

「強いて言うなら、逃げ道を作らないこ

と。ダブルリミテッドになっている人の

多くは、逃げ道があったのだと思います。

大人になると、乗り越えないといけない

ことはたくさんあります。子どもの時

に簡単に逃げ道を与えないことが大事で

す。その時は苦しくても、あとから振り

返るとよかったと思える時期が必ずやっ

てきます。逃げ道をつくるための “ ゆと

り ” はいりません」と言う。

　2013 年２月、当事者の声を発信す

ることを目的に、レックスさんは仲間

とともにグループを立ち上げた。７月

には「多文化わかものカンファレンス」

という外国にルーツをもつ若者と日本

人が話し合い、交流する場を開催した。

「コミュニティ内は似たもの同士です。

コミュニティ外の人と友達になり、何

をするでもなく、そばにいることが大

事だと思います」。交流会に来ていた日

本人の高校生が言った言葉が忘れられ

ないというレックスさん。「『来た時は

本当につまらなかったが、今は楽しい。

来てよかった。交流会がな

い世界になればいい。日常

からこうした関わりはでき

るのだから』という高校生

の言葉を聞いて、僕の目指

す社会はこれだ！と思いま

した。」

　「たくさんの人を見ていると、一人で

も多く助けたいと思ってしまいますが、

似たような経験をしていないのに説得す

るのは時間がかかります。日本人がダブ

ルリミテッドの子どもや外国人を支援す

るのも甘くはありません。最近は、中間

に立つ人（両方の文化や気持ちがわかる

人）が増えてきているので、その子たち

を支援してほしいです。みんな、自分の

経験や体験を有効活用したいと思ってい

ます。」

　外国人にはもう少し日本人を理解し

ようとする気持ちを養ってほしいと語

るレックスさん。「僕は日本人がお葬式

のあとに皆でワイワイ飲むことがはじ

めは理解できませんでした。どうして

人が亡くなったのに楽しそうにするの

かと。しかし、理由を聞いてからその

文化を理解できるようになりました。

相手を理解しようとすれば、『外国人は

～』と言われても気にならなくなりま

す。むしろ自分のことを説明したくな

ります。いつか趣味の話のように自分

のルーツを話せるようになると良いと

思います。」

　「音楽活動をしたり、多文化共生の

集まりに参加したりしていますが、共

通するのはそこに人間の輪があること

です。人と人のつながりがいちばん大

事で、人とかかわり、コミュニケーショ

ンをとり、仲良くなる。そんな、人が

かかわるムーブメントが起こせたらい

いなと思います。多文化共生に関心が

ない人も、いろいろな人たちをつなげ

ていきたいです。制度が変わっても革

命が起きても人間は変わりません。こ

うした地道なことの積み重ねでしか人

は変わらないのです。僕は損得を考え

ずに、どんなことにも興味を持って、

どんなに嫌な人でも一度は仲良くなっ

てみようと思って暮らしています。外

国人だから…ではなく、人間として仲

良くしてほしいです。一度試してみて

ダメならやめればよいのだから、試さ

ないで諦めるのは人生を損していると

思います。向き合って喧嘩をした分だ

け、人は仲良くなれるのですから。」

（文責：河村槙子）

神奈川にある「Group of Amigos Immigrants in Japan for Intercommunicating 

and Network」がきっかけとなり、外国にルーツを持つ、または外国と深い

関わりを持つ、若者たちが交流できる場を東海地域でも作りたいという思い

から、2013 年 2 月に立ち上がったグループ。在住外国人の多文化共生のた

めに活動している個人・グループ間のエンパワーメント、ネットワーク、活

動の支援を行い、当事者の声を社会に発信することを目的としている。

見えない壁

The TOKAI Branch of the "GAIJIN"
多文化共生社会に向けて

７たぶんか便り

写真：レックスさんがボーカルを務めるバンド
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「多文化共生」に関心を持っているが何から始めたらいいかわからないという人や、ボランティアなどで関

わり始めたが自分の視野をもっと広げたい人を対象にした連続講座を開講します。詳細は団体ブログでお知

らせします。    

好評をいただいた『多文化共生を仕事にする！』座談会を今後も開催していく予定です。現場で活躍する先

輩方の『生の声』を聞ける数少ないチャンスです。少人数でアットホームな雰囲気の中で、気になることを

質問してみませんか。開催日等の詳細は団体ブログでお知らせします。

今後の
予定

平成 25 年度 愛知県 「安心 ・ 安全なまちづくり

のための 『顔の見える関係』 づくり」 事業

平成 25,26 年度 「地域日本語教育基盤整備

支援事業」 （あいちモリコロ基金助成事業）

多文化ゼミ

『多文化共生を仕事にする！』 座談会

『多文化共生を仕事にする！』 座談会

多文化スクール

事業報告2013 年度 (6 月～ 11 月）

共同事業体を結成した４ＮＰＯが、県内３地域（西尾市、

豊田市、豊橋市）で地域の防災力を高めるための話し合い

やイベントが７月より進行しています。国籍や立場を超え

て防災・減災について考える中で、命を守る情報網の整備

に住民間の「顔の見える関係」がいかに大事かという認識

が高まっています。

愛知県内の日本語教室の代表者とボランティアを対象にア

ンケート調査を実施しました。アンケート結果をもとに教

室運営に関する課題等を分析し、『あいち地域日本語教育

白書 ( 仮 )』を発行する予定です。また現在、日本語教室

に参加していない外国人県民を対象に、日本語学習状況等

についてのヒアリング調査も行っています。

10 月より月に一度、多文化共生リソースセンター東海の

活動に携わっているボランティア、インターン、スタッフ

「多文化共生の仕事って何があるの？」「どうしたら多文化共生を仕事にできるの」

とまだまだ知られていない多文化共生の仕事について、現場で活躍する先輩をお呼

びして座談会を開催しました。講師の方々には、多文化共生を仕事にしたきっかけや、

お仕事をする上でのやりがい、悩みなどを話して頂きました。参加者の皆さんから

もたくさんのご質問とご意見を頂き、有意義な座談会になりました。

ブログ URL　http:// http://blog.canpan.info/mrc-t/

で『多文化ゼミ』を始めました。各自の関心があるテーマについて発表し、集まっ

たメンバーで意見交換をしています。発表者には自分のテーマに関して新たな意見

を聞ける場に、他のメンバーには新たな分野について知れる場になっています。

※『多文化ゼミ』の詳細は団体ブログに掲載中です。『多文化ゼミ』へ参加してみた

いという方は、ぜひ当団体のボランティア登録をお願いします。

　ブログ URL　http://blog.canpan.info/mrc-t/

 ８たぶんか便り



今回の子ども絵日記は知立市

在住の3人の女の子です。ヒカ

リちゃん(小学5年生）はペルー

につながる女の子。歌うことが

好きで夢は獣医になること。テ

ルコちゃん(小学5年生）とユミ

ちゃん(小学6年生）はブラジル

につながる女の子。しっかり者

のテルコちゃんの夢はモデルに

なること。元気で明るいユミ

ちゃんの夢は歌手になること。

「学習支援教室みらい」に通う

笑顔が可愛い3人です。

　９たぶんか便り



１０ たぶんか便り

メレンゲ・バチャータ

隣国ハイチとの関係

日系移民

　朝でも深夜でも、お店でも

民家でもところ構わず大音量

でメレンゲ・バチャータを流

し、ぎゅうぎゅう詰めの乗合

タクシーの中でもリズムに合

わせて身体を揺らす。ドミニ

カ人にとって音楽とダンスは

生活の一部なのだ。メレンゲ

は軽快なリズム、バチャータ

は哀愁を帯びたメロディが特

徴で、双方とも男女ペアで踊

る。男女の距離の近さに日本

人としては初めはたじろぐが、

　実はドミニカは日本と縁深い国である。戦後、移民政策によりこ

の国に渡った日系人のコミュニティがドミニカには存在し、日本人

学校もあり、盆踊り大会なども開催されている。彼らは日本政府の「肥

沃な土地の無償譲渡」といううたい文句とは大きく異なる荒れ地に

入植させられ大変な苦労をしながらも、現地で生きる道を切り拓き、

根を張って来た方々だ。首都サントドミンゴで、ドミニカの特産品

であるラリマール（トルコ石のような宝石）や琥珀の販売店「アンバー

セト」を営む瀬藤さんご夫妻も日系1世である。ドミニカを訪れたら、

ぜひ地球の裏側に渡った日本人のお話に耳を傾けてほしい。

陽気な人々と音楽、美しい自然。他方、植民地政策がもたらした功罪、

ハイチとの関係、日系移民の存在など、まさに混血のドミニカ人が

象徴するような「混淆」の国、ドミニカ共和国。訪れる度、まだ見

ぬ顔をのぞかせてくれるだろう。
　島の３分の１を分かつ隣国ハイチ共和国（以下ハイチ）。軍事独裁政

権がもたらした政情不安に加え、2010 年の大地震が追い打ちをかけ、

「最貧国」に分類されるほど困窮状態にある。ドミニカ人の 6～ 7割の

賃金で働くハイチからの移住労働者がドミニカのいわゆる「3K」労働

を支えており、約 20 万人ものハイチ人が定住しているという。彼らの

多くは不法滞在者であり、医療や教育などが受けられず、ドミニカで

生まれたハイチ人の子どもは無国籍者となる。元スペイン領のドミニ

カは国民の 7割が混血者であるのに対し、元フランス領のハイチでは

フランス人と黒人奴隷が婚姻することは稀であったため、今も国民の 9

割が黒人である。ハイチによるドミニカ占領の禍根もあり、ドミニカ

人のハイチ人への差別意識は根強い。ここで起きている移住労働者問

題は経済格差のみならず、歴史的背景が影を落としている。

ドミニカ共和国発祥のダンス、メレンゲ・バチャータが好きすぎて、

一度は訪れたいと思い焦がれていたドミニカ共和国（以下、ドミニカ）。

今年８月に、メレンゲ ･バチャータのほか、ハイチ人移住労働者、日系

移民をテーマとしたドミニカへの旅が実現した。　(寄稿 : 松田薫）

カリブ海に浮かぶ「混淆」の国、ドミニカ共和国

ドミニカってどんな国―？日本でもドミニカ出身の野球選手の活躍が

目覚ましいので、「野球が盛んな国」というイメージはあるかもしれな

い。ドミニカはカリブ海に浮かぶキューバに次いで大きな国で、人口

は約 1千万人、公用語はスペイン語。陽気な国民性と、一年中夏とい

える気候、青い海、青い空のまさに「カリブの楽園」という言葉が似

合う国だ。

音楽とパートナーとの動きがとけ合う感覚が病みつきになり、ラテン的

な距離の近さにも違和感を覚えなくなる。名古屋にもメレンゲ・バチャー

タが踊れるバーが４，５件あり、意外と身近に体験することができる。

世

多文化事情

界の 中 米南

ド 編 カニミ 

写真：首都サントドミンゴの町並み。

写真：伝統的なメレンゲの衣装。

写真：日本人入植地に建つ鳥居。日系移民記念碑や日本庭園もある。

写真：ハイチ人集住地区のサトウキビ畑にて、ハイチ人支援のNGO「180°」のメンバーと。

 Colunbia 

Mexico 

●

Cuba 

 Dominican 

USA 

 Venezuela

 Republic



多多文文
ククイイズズ

全都道府県のうち愛知県は何番目に外国人が多いでしょう？

答えは、ブログに掲載してあります！

東海 4県（愛知・静岡・岐阜・三重）のうち、外国人登録者数で
ブラジルが１位ではない県はどこでしょう？

東海 4県の外国人登録者数の合計は次のうちどの市の住民数と同じくらいでしょうか？

１．浜松市　２．岐阜市　３．岡崎市　４．四日市市

Q1
Q2

Q3

「日本で暮らす外国人はどんな生活を送っているのだろう？」「お隣に住む外

国人のことをもっと知りたい！」そんな想いから生まれた今回の企画。第１

回目は、ペルー出身のリカルドさん＆ジャスミンさんご夫妻を訪問しました。

4

3

2

1

　１１たぶんか便り



編集後記
2013.12
VOL.10

じゅんじゅんじゅんじゅん

ニュースレター編集に参加してくれる仲間を募集していま
す。異文化体験がしたい、語学を生かしたい、文章を書く
のが好きな方など、お気軽にお問い合わせ下さい。

編集長

私は 2013 年 2 月、 自転車で中東を走り、 平和メッセージを全世界に発信する活動 Follow the 
women に参加しました。 25 カ国 120 人の女性が 2 週間毎日を共に自転車で走り、 朝から夜まで共
に過ごし、 自分のことや様々なことを語り、 平和について考えます。 現在も紛争中の地域や、 近年まで
争っていた経験のある国も多く参加しています。 この活動の醍醐味は、 世界各国の女性が集まって、 人
との繋がりで実現出来る平和を見た目が圧巻な自転車の集団走行（全員女性なので華やかでやわらか
な雰囲気！）という姿で見せていくところ、 そして世界的に中東は危険だという印象ばかりが目立つ情報
をそればかりではないということを市民レベルで発信していくところにあります。

ペダルを踏みメッセージを発信　
　 ～中東を走る follow the women 体験記～  文：田口智恵

しかしまだ follow the women という世界の小さな縮図の中にすべての国の
女性が参加出来ているわけではありません。 まだ越えられない壁があります。 そ
して自転車の集団走行が争いや問題の全てを解決できるわけではありません。
でも必ずそのきっかけになり、 動かせる力になれると思います。 大好きな自転車
の可能性を信じて、 私はより多くの人と一緒に笑顔でペダルを踏んで東海地域
から仲間を見つけ、 これからも少しずつ活動を盛り上げていきたいです。 　
ホームページ　The World of Follow the Women
http://www.followthewomen.com/

きえぼ～
チエール

まっき～かおりん

ゆいっち

１２たぶんか便り

まだまだたくさんの東海   

 の「多文化共生」を発信

　　していきたいです！

記念すべき瞬間に

立ち会うことができ

感無量です！！

５周年記念号！今回の

レイアウトは、かなり

気合が入りました。

祝５周年！これから
　もNLに関われるの
　が楽しみです。

創刊から４年目、ついに

　第 10 号を迎えました！

　　皆の努力の賜物です。

完成した NL を手にした時
の嬉しさを、これからも、

みんなで共有したいです。

団体正会員　年会費　20,000 円　 個人正会員　年会費　5,000 円
賛助会員　　年会費　3,000 円　　寄付　　　　一口　　1,000 円
＊ご支援頂ける方は下記までご連絡下さい。

( 特活 ) 多文化共生リソースセンター東海
〒 460-0004  名古屋市中区新栄町 2-3 YWCA ビル 6 階
TEL：052-228-8235  FAX：052-228-8236　
E-mail: mrc-t@nifty.com  
blog: http://blog.canpan.info/mrc-t/

発行：( 特活）多文化共生リソースセンター東海
発行責任者：土井佳彦
編集スタッフ：河村槙子・堀江結・田口智恵・佐宗希恵
　　　　　　　松田薫・近藤淳宗

サポーター会員大募集！
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