
名古屋アフリカ移住者センター

Nagoya Center for African Migrants

名古屋アフリカ移住者センターは2005年に

設立した在日アフリカ人の支援団体です。さま

ざまな問題を抱えているアフリカからの移住
者に対し、サービスや支援を提供していま丸

「協力的な存在」を目指 して

団体の目的は、アフリカからの移民がより公
正な対応を社会から得られるよう、他の移民支

援グループや組織と連携して活動することで

す。「彼らにとつて、希望に満ちた社会を作る

『協力的な存在』でありたいと思つています」と

代表の大西ハミアットさんは言いま丸

名古屋アフリカ移住者センターでは、DV(家

庭内暴力)を 受けた人や入国管理局で留置さ

れている人への訪間、妊娠中の女性に対するサ

ポートなど、問題や悩みを抱えるアフリカ人を

サポートしていま丸 また文化やダンス、料理な

どをイベントで紹介したり、アフリカの農民が栽

培したフェアトレード認定済みの有機紅茶やコ

ーヒーを自身が店長を務める雑貨店で販売し

たりしていま丸 活動にあたつては、日本人の団

体とも連携し、一緒に活動していま硯

支援者の存在 に感心

名古屋アフリカ移住者センターの活動に参加

したメンバーは、「アジア人のように自分とは人

種の異なる人たちや、同胞の仲間たちとの出

会いなど、活動を通じたさまざまな出会いによ

つて彼らの国や文化を知ることができました。

そしてたくさんの友達ができました。私にとつ

て一番印象的だつたことは、異なる国からやつ

て来た人であるにもかかわらま 問題を抱える
アフリカ人たちを一緒に助けてくれる支援者
たちと出会えたことです。私は彼らとともに問
題を解決するとき、いつも感心させられます」
と話します。これは国籍を越え多様な人々と積
極的に連携してきたハミアットさんの努力あつ

てのことでしょう。
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「名古屋市を外国人を理解して受け入れてく

れるまちにしていきたいです」とハミアットさん

は言います。そのため愛知県や市町村に対し、

彼女たちのようなグループの活動を促進し、文

化や料理などの紹介が出来る機会を与えてほ

しい、と考えています。また「アフリカに対する
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つてくることが多いですが、実際は近代化して
きており、建物もたくさん建つています。私たち
と関わることを通して、そのような誤解も解い

ていきたいです」と話します。今後は交流を通
した草の根の相互理解をますます促進してい

きたいと考えています。

日本人と一緒 に

ハミアットさんに夢を尋ねると「アフリカの子

どもたちを日本の方々と一緒にサポートするこ

と」と答えてくれました。実際に、雑貨店の売り

上げの一部をアフリカ孤児の救済、エイズの

子どもたちの支援、学校の建設資金などに充

てています。しかし現在は一人で活動すること

が多く、出来ることに限界があるのが悩み。そ

のため今後は、一緒に活動してくれるボランテ

ィアを募り、これからの活動を共に考えていく

予定で現 さらに新たに会員制度を設け、活動
の資金にしていきたいと考えていま丸
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同胞へのメッセージ

同じアフリカ出身の人々に伝えたいメッセー

ジとして、ハミアットさんは「私たちの文化を表

現し伝えるため、また日本人と交流をはかり日

本の文化を学ぶためにも、―緒に活動をし、多

文化を広めてほしいと思います」と話しま丸 交

流を通して、まずは双方の文化を理解すること。
これこそが、多文化共生社会づくりの土台にな

るのではないでしょうか。

名古屋アフリカ移住者センター

代表:大西 ハミアット

住所 :名古屋市中川区
TEL:090-6612-2120

Emall:N⊂AM2005@yahoo.cojp
HP:な し

設立:2005年 5月

読者へのメッセージ

日本の皆さんには、ぜひ私たちの活動に参

加していただきたいと思つています。そして

一緒に支援してくださることを願つています。

日本社会に対しては、文化の違いから悩みや

問題を抱える移民たちを支援する私たちのよ

うな団体にご協力をお願いしたいと思いま丸

(大西 ハミアット)

稼」団体紹介をする代表のハミアットさんもィ

Purpose ofActivities
NCAM llvorks llvith other imlnigrant support groups or organizations together to rnake a

better life for African lnigrants.We offer a variety of support services for the llnigrants who

need help.Also vve vvantto be a supportive group to create a hopeful society for them.

Contents ofActivities
―Supporting African rnigrants llvith various problems.

Ïntroducing African culture′ dance and cooking to lapanese.
―Selling fair trade,certi■ed organic tea and coffee grown by farmers in Africa.

Message to the African Migrants
l vvould like to appealto rny African people to come together to

join in the rnove to push rnulti― culture′ because it's one ofthe vvays

vve could express and talk about our ovvn cultures and vve could also

learn from lapanese about their ovvn cultures so that vve could share

vvhat、ve have and the only way to do itis by interacting llvith the

lapanese people.
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Representat市 e:Kaweesi N.Hamiat〔 OniShi Hamiat〕

Address:Nakagavva― ku,Nagoya
TEL:090‐6612-2120
Email:NCAM2005@yahoo.co jp
llVebsite:Non― existence

Covered Area.Nagoya
Date of Foundation:May 2005

Group Characteristic:A support group for African living in

lapan

―
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