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★巻頭言★               

 

阪神･淡路大震災から 20 年、在日外国人の共生への願い 
            

金宣吉（神戸定住外国人支援センター 理事長） 

この１１月、長田の街でアジアの住民が共生

する街づくりをめざし活動してきた在日コリ

アン２世のＮさんが亡くなりました。 

 靴部品加工工場を経営していたＮさんとは、

阪神･淡路大震災直後に私が神戸に来てから知

り合い、ＦＭわいわいの立ち上げやアジアタウ

ンづくりなどで一緒に活動させてもらってい

ました。Ｎさんは、自分が生まれた神戸の街、

長田の街をとても愛していました。同時に自分

のルーツである韓国にも深い愛情を持ってい

る人でした。 

 そんなＮさんの配偶者であるＣさんが、Ｎさ

んの亡くなる４日前に私たちの運営するグル

ープホームを訪ねて来られ、スタッフから私の

ほうに連絡が入りました。 

Ｃさんと直接話したところＮさんが私に頼

みたいことがあり会いたがっているが、体調が

悪いので自宅に来てもらえないかという依頼

でした。翌日自宅に伺ったところＮさんは、自

分は末期の肝臓がんであり、震災から２０年を

迎える時期に中国、韓国、日本の楽器演奏を通

じた友好、交流のイベントを開催したいので協

力してほしいという話をしました。 

なぜ震災から２０年目に韓国、中国、日本の

音楽を通した友好・交流事業をしたいのかにつ

いてＮさんは、テレビや新聞で報道されるヘイ

トスピーチを見るたび在日コリアンとして生

まれ、阪神･淡路大震災を経験し国籍・民族の

壁を超えた助けあいの活動をしてきた自分と

して何かをしなければならないと考えたそう

です。 

ヘイトスピーチが生まれる背景には、他者も

自分たちもご都合主義で固めたステレオタイ

プの民族像、国家像があります。自分たちに都

合が悪いことはすべて他者に転嫁し貶めるこ

とを快楽にさえしてしまっているようです。 

私の友人の作家は、「ナショナリズムなんても

のは、百害あって一理なし」とまで述べていま

すが、一時期、私たちの事務所がある新長田駅

で繰りかえされていた在特会のヘイトスピー

チの醜さを見ると、さもありんかなとも感じま

す。 

Ｎさんや自分のように日本で生まれた在日

は、現在のような日本と中国、韓国の関係が、 

生みだす他民族への嫌悪の増加を危惧します。

救援ネットにもかかわられた華僑総会の故林

同春さんは、日中戦争の時、竹やり訓練の的と

して立たされたつらい経験も踏まえ平和と友

好の尊さを終生訴えられました。林さんは日本

と母国を選ぶことはできない。だから戦争に反

対し平和と友好のために尽力していると語っ

ていました。 

 Ｎさんや林さんの思いは、次代に繫げなけれ

ばいけないことです。 

 Ｎさんの葬儀の後、配偶者のＣさんが私の作

った企画のたたき台を読んでＮさんがすごく

喜んでいたと話してくれました。残された者は、

先人の思いを受け止め今より少しでもよい世

の中をと願い行動することができます。これか

らＮさんが願った震災２０年の事業の準備を

はじめたいと考えています。救援ネットの仲間

にも手伝ってもらえたらと思っています。 

私も神戸で生まれ阪神･淡路大震災を経験し

た在日コリアンの一人として、神戸で育まれて

きた共生の力を広める取り組みを広げ偏狭で

排他的な力と対峙できればと思います。
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 ＮＧＯ神戸外国人救援ネット主催学習会 
 

今年度も救援ネットは、外国人支援活動に必須の法律や制度に関する最新情報を、支援関係者 

や関心のある方々と共に学ぶ機会を用意しました。2 回に渡って開催された今年の学習会にも、それぞれの

分野でご活躍なさっている講師の方々をお招きし、お話を伺いました。 

 
第 1 回 学習会の報告 「フィリピン人コミュニティについて」         報告 もりきかずみ 

--------------------------------------------------------------------------------------      

 11 月 9 日、神戸市勤労会館にて、愛知淑徳大学小島祥美さんと救援ネット通訳者林田マリトニさん、 

お二人の講師を迎えて、フィリピン人コミュニティについて学習会を行いました。以下、その報告です。 

 

◆「東海地域の公立学校からみたフィリピンの子どもとその社会」 

 講師の小島祥美さんは小学校の教師をされていた経験からニューカマ―の子どもたちと出会い、学校に行

かない子どもがいることを知りました。そして当時縁のあった岐阜県可児市において、行政、民間団体、研究

者の協働で｢就学実態調査」を全国で初めて実施（03 年～05 年）、多様な就学形態や不就学がみられ、不就

学ゼロに取り組んで来られました。取り組みの中で行政や外国人コミュニティの変化があり、不就学ゼロにな

り、子どもたちも学ぶことの楽しさ、高校進学希望者の増加がみられたそうです。  

 現在の外国人住民の人口比率に変化があり、フィリピン人がブラジル人を越して、中国、韓国・朝鮮に続い

て 3 番目に多くなりました。東海地域に増加するフィリピン人を知る上で、日本とフィリピンの歴史的関係が重

要で、ニューカマ―の中には戦前にフィリピンに移住した日本人移民の子孫がいます。90 年代にはそういっ

た 2 世の国籍確認や日本での就労希望者が増え、興業ビザや

国際結婚で来たフィリピン人やその子どもたち（JFC)と異なる定

住者としての日系人が多くなっています。外国籍児童生徒数の

中でもフィリピン国籍が急激に増加していくとともに、日本語の

特別指導が必要となっています。現在、このように状況に即して、

無認可保育施設の増設からプレスクール設置、外国人児童生

徒との映像作りなど多様な取り組みが各方面で行われていま

す。また松坂市教育委員会と日本語教育のあるミンダナオ国際

大学との交流事業も生まれています。 
 

◆神戸のフィリピン人コミュニティ 

 講師の林田マリトニさんは神戸のフィリピン人コミュニティとの関わりについてお話し下さいました。マリトニさ

ん自身は、仕事のほかに、外国人救援ネットの相談通訳を毎週金曜日され、法廷通訳もこなされています。 

 阪神淡路大震災の前には二つのフィリピン人コミュニティがあり、独自の活動を行ってきました。一つは「Ｐｈｉ

ｌｉｐｐｉｎｅ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ in Kobe(フィルコウベ）」という団体で、領事館などの公的行事にも参加。もう一つは

そこから別れた人たちが作った「Luzuiminda（ルスミンダ）」とい

うグループでした。フィリピンは海外への出稼ぎ労働者の送りだ

し国で、欧米や中近東、香港などへ移住している人が多い中、

移住者を認めない日本でも当時は超過滞在や｢興業｣資格が増

えていました。マリトニさんはルスミンダのメンバーとともに神戸

周辺のフィリピン人の相談を受けることも多く、いろいろお世話

をされていました。残念なことに現在は、どちらのメンバーの

方々もそれぞれの仕事や個人的活動があり、活動はストップし

ているそうです。

2013 年度 
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「救援ネット若手弁護士＋αの会」を開催しました。
 

報告 飛田雄一

ＮＧＯ神戸外国人救援ネットは、多くの弁護士に支えられています。20 名近くの協力弁護士がい
ると他の支援団体に言うといつも羨ましがられます。救援ネット発足当時、「顧問弁護士」をしていま
したが、顧問料も支払わないのに申し訳ないと最近は「協力弁護士」と呼び名を変更しました。当初
から救援ネットに関わってくださっている弁護士が若手弁護士を紹介してくだり輪が広がっているの
が本当に嬉しいことです。数年前より年一回、「若手弁護士の会」を開いています。勉強会のあとに
は懇親パーティです。そこでの交流で顔の見える関係になっていただいて、外国人相談業務から生
じる案件をお願いしていくことになります。 

 ９月３０日、その会がひらかれました。「若手弁護士＋αの会」とし、若手でない（失礼・・）弁護士の

方にも参加いただいています。今回の前半は事務所のある神戸カトリック中央教会で、吉井正明弁

護士に、「兵庫の在日外国人裁判４０年」をテーマにご講演いただきました。吉井弁護士は、台湾の

台北市で小学校 1年まで過ごし、小学校 2年から日本に来られました。1971年に司法試験に合格し

ましたが、国籍が中国だということで採用を拒否されます。台湾の徴兵制との関係で帰化に困難な

問題があり、採用が 1 年遅れます。この「差別」のおかげで外国人の人権裁判に積極的にかかわる

ようになったとのお話です。講演は、ご自身の体験をふまえてのその後の在日朝鮮人弁護士 1 号の

金敬得さんのこと、現在も弁護士会が推薦する調停

委員が外国人であることを理由に拒否されているこ

との不当性も話された。 

 そして外国人裁判のテクニックも含めて、①入管法

関連、②刑事事件、③民事事件についてお話くださ

いました。次の懇親パーティがあるので、質問もそこ

そこにして、教会近くのトロトンカフェに移動しました。

最近雑誌で三宮のおしゃれなカフェとして紹介される

ことの多いところです。弁護士、運営委員会、ボラン

ティアあわせて21名の参加で懇親会は盛り上がりま

した。来年もまた開催します。オープン参加も可能で

す。ぜひぜひご参加ください。 

 

 

 

日本キリスト教婦人矯風会 ご来訪 
報告 村西優季 

 

10 月 18 日（金）日本キリスト教矯風会より約 10 名

の方々が神戸にいらしてくださいました。飛田代表が

案内役となり、神戸青年学生センター、カトリック神

戸中央教会、カトリックたかとり教会を来訪されまし

た。 

カトリック神戸中央教会では、カトリック社会活動

神戸センターとＮＧＯ神戸外国人救援ネットの活動

紹介を行いました。神戸の震災直後の支援内容から

始まり、現在の活動の内容や課題などを話しました。

参加者からは質問もたくさん出て、交流を深めること

ができました。そして皆さん足早に次の目的地、たかとり教会へ向かわれました。 

矯風会の皆さん、遠くからお越しくださってどうもありがとうございました。
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アジア移住労働者フォーラム in ニューヨーク
報告 村西優季 

 

 2013 年 9 月 28 日～10 月 4 日にかけてアメリカ合衆国・ニューヨークに行ってきました。今回、移住

労働者と連帯する全国ネットワークの大曲さんにお声がけいただき、移住連も加盟している、アジア

移住労働者フォーラムの集まりに参加しました。平行して行われたイベントの紹介も合わせて報告

していきます。 

 

9 月 28 日～30 日 アジア移住労働者フォーラム / Migrant Forum in Asia（以下 MFA） 

MFA とはアジア各国の NGO、移住労働者を支援する労働組合、その他の移住者支援を行う者の

ネットワークで、移住労働者の人権、福祉を守る活動を行っています。1990 年に香港で合同会議な

どの活動がはじまり、1994 年に MFA が正式に設立されました。 

今回ニューヨークに集まったのは、香港、インド、ネパール、スリランカ、インドネシア、マレーシア、

フィリピン、シンガポール、タイ、バーレーン、オマーン、カタール、イスラエル、レバノン、MFA 事務局

（フィリピン、カナダ、タイ）、そして日本（移住連、救援ネット）からの MFA 加盟メンバーでした。 

上記各国の近況報告を 2 日間に渡りじっくり行いました。例えば、ネパールのメンバーからは、

「自分たちの国は送り出し国なので、家族の誰かが海外で働いているのは当たり前。しかし近年、

ネパールに帰国してくる労働者が増加している。」という報告があり。報告の後に残りのメンバーが

質問をしたり、意見を加えたりします。日本はネパールからの労働者を受け入れているので、彼ら

の多くが料理店で働いていること、また入管法が改定され、在留資格の取り扱いが厳しくなっている

こと等を伝えました。 

 以前から MFA に関わっているメンバー同士は

顔なじみでとても仲が良いのはもちろん、私を含

めた初めて参加するメンバーもすぐに溶け込むこ

とができました。 この 2 日間の報告会でお互い

の話を聞くことができた事や、途中に設けられた

アイスブレイク、ケータリングを頼んでの昼食休憩、

懇親会などもあり、メンバーの１人１人と話すこと

ができました。宿泊するホテルも同じで、会場へ

の移動も共にしていたので、他愛のない話から、

日々の支援に関する話など、本当に交流を深め

ることができました。 

 

9 月 30 日～10 月 4 日 移住と開発、人権に関するピープルズグローバルアクション / People’s 

Global Action on Migration, Development and Human Rights（PGA） 

 2006 年、第１回目のハイレベルダイアローグに合わ

せて、市民社会が集まり、フォーラム PGA を開催。そ

の後はガーナ、スイス、メキシコ、ギリシャ、フィリピン、

ベルギー、で開催してきたのですが、今回第 2 回ハイ

レベルダイアローグに合わせ、ニューヨークで開催さ

れました。アメリカ国内はもちろん、世界各地から移住

者の支援を行う人々や、人権の保障を訴えるグルー

プが集まっていました。4 日に渡り行われ、準備されて

いた分科会は全部で 36 つと、とても大規模なフォーラ

ムでした。オープニングではアフリカの音楽と、東南ア

ジア料理が振るまれ、エンディングではアメリカ先住民のグループが祈りのパフォーマンスを披露し

てくれました。 

 プログラムの中には、ニューヨークにある、１つ１つの路地で民族が異なるエスニックストリートの
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訪問や、各国で政策されたドキュメンタリーフィルムの上映もありました。必ず全てのプログラム・分

科会で英語、スペイン語、フランス語の通訳が行われていたのも印象的でした。 

 

10 月１日 ワシントン D.C.へ 

 移住連の大曲さんが PGA の分科会のパネリストとし

て参加していたため、急遽代理で MFA のロビー活動

に同行させてもらいました。移住センターに外務省の

職員が集まり、MFA からの提議、意見交換の場がも

たれました。MFA から参加したのは、フィリピン、スリラ

ンカ、タイ、ネパール、インド、日本、そして MFA 代表

の Gois 氏でした。 

 実はこの日はちょうどアメリカ政府が閉鎖してしまっ

た日で、ホワイトハウスの前のフェンスには写真のよう

な案内が・・・。 政府機関はもちろん、政府が運営する美術館や公園も閉まっていて、閑散としてい

ました。 

 

10 月 3 日、4 日 第２回移住と開発に関するハイレベルダイアローグ 

2006 年に開催された第 1 回から 7 年。市民社会が待ち望んでいた第 2 回がやっと開催されまし

た。用意されたラウンドテーブルは以下の 4 つです。 

Roundtable 1:これまでどのような取り組みをおこな

ってきたか。2015 年までに優先される取り組みは

何か。 

Roundtable 2:特に女性と子どもの人身売買などに

焦点をおき、そこから移住者の人権の保障を図る。 

Roundtable 3:移民と開発について国際的な協力、

協働の強化を考える。 

Roundtable 4:世界レベル、地域レベルで見る移住

者の移動と、その影響は何か。 

この 3 つ目のラウンドテーブルに MFA 代表のＧｏ

ｉｓ氏がパネリストとして参加。市民社会が考える移住労働者のための 8 つのポイントをまとめた 5 ヵ

年プランの実行を提議しました。 

 

他にも在米フィリピン領事館を訪問させていただいたりと、毎日があっという間に過ぎたニューヨ

ーク滞在でした。皆、自分たちの活動に誇りを持っており、そして日々の活動の積み重ねが、国連

への提議につながるということに、私自身とても感化されました。 

 
ＰＧＡのプログラム内でブルックリン・ブリッジを渡るデモ行進を行った。写真は MFA メンバー。 
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～シリーズ～ 協力弁護士さんの横顔 

このコーナーでは協力弁護士のみなさんの「横顔」を紹介しています。 

 

第七回目: 北江 康親 弁護士 （神垣守法律事務所）
  

はじめまして。弁護士の北江康親と申します。「北江」は、ほくえ

と読みますが、よく裁判所で書記官から「きたえ」弁護士と間違え

て呼ばれます。最近は面倒なので、訂正しないことも多々ありま

す。訴状にフリガナを記載したいぐらいです。 

 よく名前が戦国武将みたいな名前ですねと言われますが、ごく

平凡な血筋です。残念ながら戦国武将とは全く関係がありませ

ん。 

 名前の話はこのくらいにして、所属事務所は、裁判所のすぐ近く

にある神垣守法律事務所で、弁護士としてもうすぐ３年目に入りま

す。聞いたことがない事務所だと思いますが、実は歴史は長いで

す。私のボスは、御年８４歳、５６年目の弁護士で、事務所の弁護

士は若手の私とそのボスの２人だけという一風変わった事務所で

す。 

 日頃、ひ孫のようにボスに可愛がってもらっています。 

 ボスは、今はほとんど仕事をせず、お昼カツサンドを食べた後、

囲碁仲間の弁護士と囲碁を楽しんで夕刊を読んで帰宅するという

平穏な生活を送っています。入所当初ボスのカツサンドに合わせ、

毎昼サンドイッチを食べていたら、一時期サンドイッチがトラウマ

になってパンが食べられなくなりましたが、今は少しずつ食べられ

るようになるまで回復しています。 

 ボスは、わからないことがあれば、とりあえず電話して聞くという性格で、一度一般的なビルは何年耐久性が

あるのかという話になった時に、東京都庁は何年もつのか電話で聞いてくれと言われて東京都庁に電話した

ことがあります。わけのわからない弁護士からの電話に対して、東京都庁の人は親切にも東京都庁の耐久性

について詳細に教えてもらいましたが、内容はもはや忘れました。それ以来、物怖じせず、どこにでも電話を

掛けることができるようになりました。 

 そろそろ私自身の話をしますが、加古川出身で、趣味は専ら野球です。実は各弁護士会には、サッカー部、

野球部、テニス部などがあり、スポーツが盛んで、私は野球部とサッカー部に所属し、主に野球部で活動して

います。 

 野球部（チーム名は神戸ドルフィンズ）は、非常に熱心で毎週土曜日練習・試合をしており、去年は、仙台、

広島、熊本へ野球のためだけに遠征に行きました。チームの中には、野球が好きすぎで弁護士の仕事を離れ、

四国独立リーグの球団代表（徳島インディゴソックス）になった強者先生もいらっしゃいます。私は、現在キャッ

チャーの練習中で、元ヤクルトの古田の本を読んで配球の勉強をしています。 

 弁護士は、日々紛争を扱う仕事のため、息抜きも必要で、体力を必要とする仕事ですので、私にとっては、

毎週の野球がいい息抜きになるとともに、体力もつき、同時に多数の弁護士に事件について相談する機会に

もなっており、非常に有意義なものになっています。 

 私が救援ネットに関わることになったのは、私の実質兄弁と言っても過言ではないほど公私ともどもお世話

になっている今西弁護士から誘われたことがきっかけです。 

 私も今西先生と同様、基本的に誘われたら断らず、なんでも興味をもってしまうタイプで、正直救援ネットもよ

くわからないまま入ることになりました。 

 実際救援ネットに関わってみて、日頃のそれまでの事件では経験できない外国人問題の経験を通して、外

国人の日本での生活の実情を知ることができ、外国人問題に興味を持つようになりました。 

 私は、まだまだ外国人問題の知識・経験に乏しいところがありますが、事務所は前述のように平穏で時間も

比較的ありますので、これから微力ながらお役に立てれば幸いです。 

 ちなみに今英語の勉強をしているのですが、語学の勉強の仕方で何かよい方法がありましたら教えてくださ

い。 
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移動生活相談会実施報告 
 

今年も 12月までに 3 ヶ所で移動生活相談会を開催しました。その速報をお伝えいたします。 

 

＊実施日：10月 13（日） 開催場所：深江会館 

対応言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、中国語 

協力弁護士：1名 行政書士：1名 

相談件数：3件 相談者国籍：ブラジル、フィリピン、中国 

多文化フェスティバル in深江内で開催。 

ご夫婦での相談が続いた回だった。 

 

＊実施日：10月 20（日） 開催場所：カトリック尼崎教会 

対応言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、中国語 

相談件数：0件 

教会のバザーと合わせて開催したが、雨天だったためか、 

外国人の様子が見えず・・・。移動相談会の広報の工夫が必要だと考えさせられた回だった。 

 

＊実施日：12月 6日（金） 開催場所：カトリック中央教会 

対応言語：英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、中国語 

弁護士協力：4名 相談件数：4件 相談者国籍：フィリピン 3件、レバノン 1件 

今年も神戸の冬を支える会主催の元、開催した。 

普段、救援ネットに来られる相談者も弁護士の先生に話をしたくて、ということで来所された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 
 

◆◆ 今年度もＤＶ防止啓発セミナーを開催します！ ◆◆ 

テーマ: 「外国人ＤＶ被害女性の現状と課題からよりよい支援活動をめざす」 
① 女性エンパワメントセンター福岡より代表の松崎さんをお招きし、地域に根ざした支援活動につい

ての講義、②民間支援団体・公的支援団体で実際に外国人ＤＶ被害者支援に関わっているスタッフ
をパネラーに招いてパネルディスカッション、の２本立てで行います。 

日時: ２０１４年３月２２日(土) １３：００～１６：００  場所: あすてっぷＫＯＢＥ（予定） 

主催: アジア女性自立プロジェクト、ＮＧＯ神戸外国人救援ネット 

※詳細は決まり次第ホームページに掲載します。 

◆◆外国人のための無料法律・生活相談会を実施します◆◆ 

① 日時: ２０１４年２月 場所: カトリック明石教会 

② 日時: ２０１４年３月 場所: カトリックたかとり教会  

相談内容: 在留資格、婚姻、社会保障、労働、医療、DV、教育、住宅、その他 (弁護士相談可) 
主催:ＮＧＯ神戸外国人救援ネット 協力: カトリック明石教会  (相談無料・秘密厳守) 
 

 

◆◆年末年始の事務局開室時間について ◆◆ 
  2013 年 12 月 27 日（金） ホットライン 10:00～20：00 

   2013 年 1 月 6 日(月) 事務局業務開始 11:00～19:00 

   2013 年 1 月 10 日（金） ホットライン 10:00～20:00 
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主な事務局活動 
* 毎週 (月・水)  事務局開所、 (金)  多言語生活相談ホットライン 

2013 年 

9 月 2 日（月） 神戸 YWCA 「地域の日本語」プロジェクト運営委員会 

9 月 9 日（月） GQ ネット運営会議 

9 月 27 日（金）～10 月 5 日（土） ニューヨーク訪問 ＰＧＡ、国連ＨＬＤ 参加 

10 月 13 日（日） 神戸市東灘区移動相談会実施 

10 月 20 日（日） 尼崎市移動相談会実施 

10 月 21 日(月)  GQ ネット運営会議 

10 月 23 日（水） ひょうご DV 被害者支援連絡会議 定例会 

10 月 28 日（月） ＨＹＶＩＳ主催 神戸市ＤＶ被害者支援者養成研修 

11 月 7 日（木） ＧＯＮＧＯ参加 テーマ「生活保護」 

11 月 9 日（土） 第１回学習会開催 テーマ「フィリピン人コミュニティ」 

            講師：小島祥美さん（愛知淑徳大学）、林田マリトニさん（ＧＱネット） 

11 月 11 日(月)  GQ ネット運営会議 

11 月 20 日（水） ひょうご DV 被害者支援連絡会議 定例会 

11 月 25 日（月） ＨＹＶＩＳ主催 神戸市ＤＶ被害者支援者養成研修 

11 月 30 日(土)  第２回学習会開催 テーマ「改定入管法」 

            講師：高島ふさ子さん（神戸公務員ボランティア）、草加道常さん（ＲＩＮＫ，ＧＱネット） 

12 月 5 日（木） 外国人県民相談ネットワーク会議参加 

12 月 6 日（金） 神戸市中央区総合相談会 

12 月 9 日（月） ＧＱネット運営会議 

12 月 14 日（土） 神戸ＹＷＣＡ主催 ＧＱネット共催 学習会開催 テーマ「ベトナム人コミュニティ」 

            講師：ズオン・ゴック・ディエップさん（ベトナム夢ＫＯＢＥ 代表） 

 
 

事務局活動時間について 
 

事務局: 月・水 １３：００～１８：００   

生活相談ホットライン:  金曜日 １３：００～２０：００  

英語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、日本語、中国語(※中国語のみ 18 時まで) 

 

 

NGO神戸外国人救援ネットの活動は皆さんからの会費・カンパによって支えられていま

す。2013年も多くの方々よりご支援を頂きましたことをスタッフ一同感謝致します。 

 

日本で暮らす外国人への継続的な同行支援、生活相談が今後も行えますよう、皆様のご

協力をよろしくお願い申しあげます。振替用紙を同封いたしますので、変わらぬご支援

をよろしくお願いいたします。 

 

新春を迎え皆々様のご健康とご多幸をお祈り申しあげます。 

 

郵便振替＜０１１００－２－６０７０１  NGO神戸外国人救援ネット＞ 


