
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
201９年 12月 1日 

Vol.58 

子づれでない人もシングルでない人も 

みんな大歓迎！ ここに来れば、仲間がいるよ。 

いろんなシングルマザーがいっぱいいるよ。 

 電話相談は 

第２・４金曜日の 

午後４時～７時 

〒531-0074 大阪市北区本庄東2-2-31 新納ビル502  TEL/FAX 06-６１４７-９７７１ 

E-mail： smfkansai@orange.zero.jp      http://smf-kansai.main.jp/ 

Facebook：Ｎｐｏ法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

郵便振替口座：00920-4-150163  加入者名：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

  ・も・く・じ・ 
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 11/23（土）勤労感謝の日！に豊中の“すてっぷ”で開催。講師は赤石千衣子さん。シング

ルマザーは日頃お仕事、家事、育児にフル回転のはず。にもかかわらず、勉強熱心なママた

ちが参加してくださり、4グループに分かれてワークを実施しました。 

 最初は少し緊張気味の「初めまして」のスタート。様々な思いを抱えて硬い表情だったマ

マたちも「他己紹介」ワークを通じて少しずつ打ち解けてきました。他の人に自分自身を紹

介してもらうと、自分自身では気づかなかった部分にスポットライトが当たって面白いです

ね。また、客観的に自分を見ることができ新しい発見でした。（少し気恥ずかしい感じはあり

ましたが、それがまた心地よかったりしましたね） 

 「短所を長所にかえるワーク」では自分の短所を長所に言い換えるとどうなるだろう？を

グループ内で話し合いました。「なるほど！」「うんうん」「それ、いいですね」など様々な気

づきがあったようでした。そして、短所を話し合っているのになぜか皆さん、笑顔で盛り上

がって話をされているのが印象的でした。 

 「短所と長所は表裏一体。短所を隠すと自分を責める道具（材料）になる。しかし、短所を

受け入れて長所にしていくと自分自身を豊かにしていくものになる」という赤石さんの説明

に、うなずかれているママたちの姿がありました。 

 ラストは「人から見た自分発見」のワーク。講座を一緒に受けた方からポジティブな言葉

をもらいます。自分自身の名前を書いた紙を、隣の方に頼んで自分自身の背中に張ってもら

い、グループメンバー、参加者からポジティブな言葉を書いてもらいます。今日初めて会い、

一緒に時間を共有した方たち（まさに、一期一会！）。最初は遠慮がちだったママたちもだん

だんじゃんけん列車のように連なり背中にひたすらメッセージを書いていく様子は圧巻でし

た（笑）。 

 そして、ドキドキ！！お待ちかねのお楽しみタイム。背中から取り外して読んでみるとそ

こには参加者からの自分に対する熱いメッセージが書かれてありました。それは嘘偽りのな

い自分へのメッセージです。落ち込んだ時、しんどい時にこの紙をそっと取り出してみると、

元気になれそうですね。「額に入れて飾っておきたいです」などの言葉がありました。 

 あっという間の２時間のワーク。終了時にはママたちの笑顔とともに会場の温度も上がっ

ていたように感じました。素敵な勤労感謝の

１日となりました。 

皆さん、楽しんでいただけましたか？（Tokue） 

 

 

 

赤石さんを囲むスタッフ一同 

  シングルマザーのためのエンパワメントセミナー 
～自分を知ろう短所を長所に置き換えてみよう～ 
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 11月５日、東京・衆議院第一会館での 『ひとり親世帯の子どもたちはなぜ貧困なのか？ 

～不公正な寡婦控除税制の見直しや養育費未払い問題の早期解決を～』に参加しました。 

 これは７月に私たちが立ち上げた「シングルマザーサポート団体全国協議会」（全国、北海

道から沖縄まで23団体が参加、しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西も加入）でも掲げた「ひ

とり親家庭の親と子の政策提言と行動計画」にも提起した、貧困の中で仕事と子育てで毎日

奮闘しているシングルマザーの声を届ける集会です。 

 「寡婦控除税制の改正」「児童扶養手当の諸問題（所得制限、窓口ハラスメント等）」「仕事

とと子育ての両立支援」「養育費の取り立て確保等」「安全な面会交流の施策への改善」など

について解決を求め、当事者が国会議員の前でに直接語りました。 

 国会議員の参加の他、厚生労働省、内閣府、法務省の職員、マスコミ関係など100部用意し

た資料が足りないほどの熱気あふれた会場でした。 

 多くの女性議員や地元兵庫県、大阪府、京都府からも議員や秘書さんが参加され、発言し

てくださいました。 

 ＳＭＦ関西からは、「児童扶養手当制度の窓口ハラスメント問題」を発言。 

 窓口で「妊娠していますか？ 交際相手宅に週何回宿泊しますか？」などのプライバシー

侵害のひどい書類（現況届）を資料としてつけ「窓口質問が懲罰に感じる。なぜ、心の中を

えぐるのか」というシングルマザーの悲痛な声を訴えました。 

 メインの寡婦控除税制の改正については沖縄の当事者からと、未婚の母の子どもの立場か

らの発言がありました。来年４月から実施される給付型奨学金も未婚の母の子どもへの給付

額は54万円もの格差があること。 

 未婚の母に育てられた子どもの立場からの発言では男性が「寡婦控除税制が改正されると

未婚の出産を助長するといわれましたが、僕が生まれてきたのは間違いですか？」と母親が

苦しい生活の中、苦労して兄弟を育ててくれたと語られました。 

 多くの国会議員さんにシングルマザーの問題に関心を持っていただいたことに感謝すると

ともに、寡婦控除税制の課題は今後の税調の行方に委ねられるようですので次のステップと

して更に多くの議員さんに寡婦控除の

税制改正に賛同してくださるよう私た

ちの声と力を結集させていきたいと思

います。 

 子どもは全て平等だと皆さん、言わ

れるのですが、、、。（絹） 

  

 

 衆議院院内集会に参加しました 
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 ９月８日（日）あかしこども広場で「準備

しよう！知っておきたい教育費」を開催しま

した。 

みんなが気になっている 

 (1) 教育にかかる費用 

 (2) 進学のための制度 

 (3) 教育費の効率的な貯め方 

についておはなしを聞きました。とにかく、

「漠然と不安」というのでは、問題解決にい

かない。どれだけ費用が必要なのか知ること

から始まる、ということで教育費の具体的な

金額を国立・公立・私立の幼稚園から大学ま

で知りました。 

 明るい話では奨学金制度も給付型が増え

ているそうです。学生自身が借りることにな

る、貸与型奨学金は返済に15～20年かかり、

滞納でブラックリストにのったため、クレジ

ットカードや住宅ローンが組めなくなった

人もいるそうです。奨学金が給付されるのは

入学してからなので、入学金や授業料はそれ

までに準備しておく必要があるし、高校３年

生で８月くらいに推薦が決まると９月に授

業料を払うことになっていたりして、まにあ

わないというような、こともあるのでとにか

く早くから、お金を積み立てていくことが必

要です。その効率的な方法についても話があ

りました。交流会は子どもが幼児、小学校、

中学校、高校によりグループ分けされたので

日頃の悩みを出しやすく、お互いに聴きあい

情報も交換してちょっぴり元気になって帰

りました。 

 12月はクリスマス会。お子さんとのクッキ

ング教室を準備中です。 

 

 

 10月６日（日）明石市ひとり親家庭交流会

「ママと一緒に・パパと一緒に手作りおもち

ゃを作ろう！」を開催しました。牛乳パック

を使ったびっくり箱を作りました！勢いよ

く箱から飛び出す様子にみんな大歓声♪ 

終了後、皆さんでおやつをいただきながら、

おしゃべりを楽しみました♪  

 

知っておきたい 

教育費 明石 

  

 

 地域グループからの報告＆お知らせ 

 

牛乳パックでおもちゃを手作り 
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 11月10日（日）に、明石市ひとり親家庭交

流会、明石こども広場キッチンルームにて

「ママと一緒に・パパと一緒にホットプレー

トクッキング！」を開催しました。 

 皆さんで夕食を作って囲むという明石市

でのはじめての取り組み。準備するスタッフ

もドキドキしておりました。 

 メニューは鮭のホイル焼き、豚汁、浅漬け

です。好奇心旺盛な子どもさん、たくさんの

野菜を前に積極的にお手伝いしてくれまし

た！ 

 

 

 

 

 

 交流会は参加者の皆さんがお客さんにな

らず、皆さんでやりたいことを考えてもらい

たいと思っています♪ 

 次回の交流会は１月18日土曜日。 企画会

議をして、３月にまた皆さんでなにかしたい

と思います。 

 終了後はおてらおやつクラブさん、コスト

コさんから届いたお菓子、シャンプーなどを

お渡しいたしました。 

 皆さんのご参加お待ちしています！ 

 

 

 

 10月12日の教育費セミナーは台風のため

１月25日（土）に延期になりました。 

 11月９日（土）、

奈良市男女共同

参画センターあ

すならで「知らな

いと損する!年金 

保険の話」を開

催。講師はファイナンシャルプランナーの大

丸真左子さんです。 

 社会保険の目的は憲法25条に明記されて

いるように国民の生活保障に寄与すること。 

日本の社会保障制度は働き手の夫と家内労

働をする妻、そして子どもを「モデル家族」

としているのでシングルマザーにとって不

利益な制度が問題になっているとのことで

した。中味が多く、２時間では足りないセミ

ナーでした。 

 

 12月は、親子で 

 ハッピークリスマス会 

 

 12月７日は『親子でハッピークリスマス会』

です。みんなでケーキづくりをして楽しく過

ごしましょう。 

 １月25日は『学んで備えよう！子どもにか

かる教育費 あなたの家計簿を診断します』。 

 どちらも参加費無料、場所は奈良市男女共

同参画センターあすなら。13時30分～。 

 

 

 

親子でクッキング 知らないと損する！ 

年金・保険の話 奈良 

今後の予定は、裏表紙も 

ご覧ください。 
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 10月20日、尼崎おしゃべり会で、お灸体験

「お灸でほっこり、まったりしましょう リ

ラックスしましょう」を開催しました。 

 熱くないお灸です。肩コリや目の疲れに効

くツボにお灸しました。目の周りのお灸もタ

ーミネーターみたいですが、やってもらって

いる本人はほゎーと温かく癒やされました。

目の疲れも取れ、口角が上がり、シワも減り、

美顔になりました。 

 

 11月は17日（日）トレピエの「あまがさき

女性フォーラム」に参加しました。 

 12月は定例のおしゃべり会はお休みで、 

１日に『クリスマス会』をします。 

 

 

 

 

 ９日に11名の参加があり、子どもの預け先

や自身の今後の心配や離婚について子ども

にどう話すべきか、職場の悩みなど、色んな

話しが出ました。 

 いつものように職員の方の手作りケーキ

を頂き、おてらおやつクラブからのお裾分け

をしました。（Y・M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月・10月と定例の食事会開催しました。 

９月は14名の参加、10月の食事会にはコープ

神戸の地域担当職員さんと理事の方が見学

に来られ、８名にて夕食を囲みました。 

 コープさんと連携できそうなことや、私た

ちがご協力いただきたいことなど食事を囲

みながら楽しくお話させていただきました。 

 11月４日、来年度も、ともしびボランティ

ア財団さんへの助成を申請するため、説明会

にメンバーに参加してもらいました。他のボ

ランティア団体さんのことや助成金の仕組

みを知ってもらうこともでき、大変良かった

です。メンバー一人ひとりが意識を持ち、ア

イデアもどんどん生まれるチームにしてい

きたいと思います。 

 11月は明石市の応援のため神戸の食事会

はお休みしました（明石11/10の欄参照）。 

 12月はクリスマス会を予定しています。 

 11月14日、来年度のコープともしびボラン

ティア財団の助成団体交流会の実行委員会

のために会議参加。 

 同日、神戸市ひとり親家庭センター相談員

の方と面談。 

 同日、ひょうごこども元気ネットワーク定

例会、長田区ＷＡＣＣＡへ。 

▽神戸市バスの福祉パスについて 

 

 

 

 

 

 

お灸で 

ほっこりまったり 
尼崎 

心配なことも 

あるけれど 
西宮 

定例の夕食会で 

今後の活動を相談 
神戸 
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 10月27日は、おしゃべり会もそこそこに

（じゅうぶんおしゃべりタイムを取れなく

て、ごめんなさい）、「国民年金・厚生年金」

の話をファイナンシャルプランナーの大丸

さんにしてもらいました。年金の資料もたく

さん貰いました。死別の時の遺族年金、離婚

するときの年金分割や障害年金、年金免除等、

聞いている時は分かった気になっても、すぐ

混乱してしまいました。 

 障害年金の子ども加算と児童扶養手当の

差額も計算してみて「おかしい」と、その不

合理を再認しました。 

 また、そもそも働いても収入が少なく、厚

生年金もない職場、国民年金も支払えない。

かつて、私は、子どもが小さい時、不安定な

アルバイトで国民年金の免除を受けていた。

厚生年金の掛け期間が11年ほど、そのため、

受け取れる老齢年金も少ない。だから、70歳

まで働き日銭を稼ぐつもり。 

 社会保障のある就労と生活できる収入が

最大の課題ですね。（E・T） 

 

 

 

 

 ９月29日、久しぶりに滝道会をしました。

宣伝不足で4人の参加でしたが、ランチは駅

近くのカレーとハヤシライスを注文して、ワ

イワイとおしゃべりに花が咲きました。緑濃

い滝道の自然はいつも心の洗濯になり、滝と

ともにマイナス感情も洗い流せるいい時間

でしたよ。また来年もしたいです。 

 

 

 ２度目の110番登録を半年位でしたかして

いましたが、実害がないとの事で取り止めを

勧められ、担当者だけでなく、上司からも言

われ切られてしまいました。 

 登録してる事で警察と繋がってる事で安

心する、相手が亡くなる迄続けたいと言いま

したが、そんなもんじゃないとの言葉にがっ

くりきました。何もされてなくても、結果論

でしかなく、遭遇する事自体が恐怖で緊張す

るのに、当事者の気持ちを全く分かってくれ

ませんでした。 

 私は県警に連絡して、今後も続けたい旨を

Ａ警察署に文書を送るけど、決定はＡ警察署

にあると言われてしまい、案の定、切られて

しまいました。 

 私のような経験をされて、続けられた方の

情報を知りたいです。原稿の内容に怒りが再

燃しています。（Y・M） 

110番登録とは 

ＤＶが原因で警察署に事情を説明し、自分の

住所・電話番号を登録する事で、何か危害に

遭いそうになれば、すぐさま駆けつけてくれ

る制度です。 

箕面の滝と 

ランチ会 箕面 

年金の勉強会を 

しました 大阪 
～不誠実な110番登録について～ 
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令和３年度から市民税・府民税の非課税措置が改善される。 

大阪市は「単親児童扶養者の方に対する非課税措置について」を11月７日に公表した。 

まず、「単親児童扶養者」（子どもを養育するひとり親）とは、次のようです。 

1. 児童扶養手当の支給を受けている児童（注1）の父または母 

2. 婚姻（注2）をしていない者または配偶者（注2）の生死が明らかでない者 

3. 前年の合計所得金額が135万以下の方（給与所得者の場合：年収2,043,999円以下） 

 （注1）父または母と生計を一にする子で、前年の総所得金額等の合計額が48万円以下 

     である子に限ります。 

 （注2）婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。 

令和２年分以降の扶養控除等（異動）申告書等の「住民税に関する事項」欄最下部の「単親

児童扶養者」欄に、単親児童扶養者であることを記載する必要があります。令和２年度末の 

年末調整の時にくれぐれも注意してチェックして下さいね。 

市税事務所に問い合わせ確認して下さい。（E.T）       ※遺棄：配偶者行方不明 

 

 

 

 

 

大阪府内在住の府立大学と大阪市立大学の大学生・大学院生の年収590万円未満の世帯は、来

年（2020年度）４月から入学金・授業料が無償化される方向で来年２月の府議会で予算案提

出の予定。ただし、「府内在住」には、「学生本人と保護者など生計を維持する人が、いずれ

も入学日の３年以上前から府内に住所を有していることが条件。出席率が著しく低い場合は

打ち切る。留学生や社会人大学院生は対象外」(11月14日産経新聞より) なお、府立大と市 

立大は令和４年度に統合を目指しているが、

統合後も無償化制度は維持される方針であ

る。また、年収590万円以上から800万円未満

の世帯では、子ども１人では、３分の１支援、

２人では３分２支援、３人以上が無償。 

※以下表参照。(11月14日産経新聞より）他の

都道府県の公立大学の状況に波及してほし

いね。（E.T） 

ひとり親は「非婚・離婚・死別・遺棄」の 

区別なく平等の非課税措置が始まる 

大阪市の 
制度 

大阪府立大学と大阪市立大学は、 

2020年度４月から入学金・授業料無償化の方針 

※ 

大阪府が実施する授業料無償化制度 

年収590万円 
未満の世帯 
 
年収590万円 
以上～800万円 
未満の世帯 
 
年収800万円 
以上～910万円 
未満の世帯 
 

→入学料・授業料無償 

 
 子供１人→３分の1支援 
→子供２人→３分の２支援 
 子供３人以上→無償 
 
 子供１人→支援なし 
→子供２人→３分の１支援 
 子供３人以上→３分の２支援 
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 未婚のひとり親 寡婦控除税制に向け 

 この文章を書いている時点(11月27日)では、未婚ひとり親の寡婦控除税制については、お

おもとの税制を変えるのでなく、新たな税制度を作って救済するという形になりそうだ。 

（下記新聞記事参照）もちろん、子どもの貧困を無くす上では、大きな一歩とは言える。 

 未婚のひとり親への差別撤廃の運動は、これまで当事者を中心に活動が続けられてきた。 

 1984年に出された児童扶養手当改悪では未婚の母を切り捨てるという改悪案がだされ、「お

妾さん手当」という差別的な表現までいわれ、私たちは猛烈に抗議してこの案を撤回させた。

寡婦控除についてもこれまで保育料や公営住宅の入居基準を始め、全国の自治体で未婚ひと

り親が声をあげて「みなし寡婦控除」として自治体に運用させていった。 

 昨年12月の税制改革で「住民税非課税ラインのみ同等する」になり、今年度は年17,500円

の臨時特別給付金（2019年１月10日支給予定）となった。そして、今年、寡婦控除の差別を

なくすため、11月には衆議院会館で院内集会「ひとり親世帯の子どもたちはなぜ貧困なのか？

～不公正な寡婦控除税制の見直しや養育費未払い問題の早期解決を～」をもち（３ページ参

照）、寡婦控除税制の差別性を訴えました。多くの国会議員さんが、私たちの声をしっかり、

受け止めて下さった。今回の結果は（まだ、決まっていないが）を受け、課題は大きいが未

婚ひとり親への差別撤廃のためこれからも全国のひとり親の仲間、支援者の皆さんと一緒に

活動していきます。（絹） 

 

未婚ひとり親の税負担軽減へ 寡婦控除と同様の制度検討 

                      朝日新聞デジタル 2019年11月24日 

 政府・与党は、未婚のひとり親の税負担を軽くする新制度を来年度から設ける方向で調

整に入った。配偶者と死別・離婚したひとり親には税額控除を受けられる「寡婦（夫）控

除」があり、不公平だとの指摘があった。子どもの貧困に対応する狙いで、所得が低いひ

とり親に支給される児童扶養手当の受給者を対象に、寡婦控除と同じ税負担の軽減を受け

られるようにすることを軸に検討している。 

 寡婦控除は、配偶者と死別・離婚したひとり親の年間所得から一定額を控除して所得税

などの負担を軽くする制度。未婚のひとり親は「寡婦」に含まれず、対象外となっている。 

 新たな制度は、寡婦控除とは別に、未婚のひとり親だけを対象にしたものにする。児童

扶養手当を受けとっている人を対象に、寡婦控除と同様に、年間最大35万円の所得控除が

受けられるようにする方向だ。 

 一方、寡婦控除の見直しも検討する。男性のひとり親である「寡夫」に対する年500万

円以下という所得制限を女性のひとり親にも適用することや、所得制限の引き下げの議論

を進める方針だ。 

 自民、公明両党は12月にとりまとめる来年度の与党税制改正大綱に盛り込むため、今月

２８日から具体的な制度設計に向けて与党協議を始める。未婚のひとり親への税負担軽減

は公明党が求めてきたが、自民党内には「伝統的な家族観が壊れる」といった反対意見も

根強く、議論の難航も予想される。 
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                         寄稿 

  社会福祉士資格取得への道 

 国家資格である社会福祉士を受験するには、様々なルートがあります。 

 私は、一般大学を卒業していたので、受験資格はあるのですが、福祉系ではないので受験に必要

な単位が足りません。そこで、通信課程のある専門学校へ入学し、単位を取得し受験資格を得ること

にしました。受講期間は一年半です。 

●ひとり親の就業支援として「高等職業訓練促進給付金」があります。取得したい資格がある場合は

利用できます。年度ごとに資格の増減があるのでチェックしてみてください。社会福祉士は対象資格

ですので、市役所のこども課で手続きができます。給付金額は月額 10万円（非課税世帯）、7万 500

円（課税世帯）です。訓練修了時には、5 万円（非課税世帯）、2 万５千円（課税世帯）が支給されま

す。（※2019 年度より訓練終了 1 年前より、4 万円増額になっています。詳しくは厚労省のＨＰでご

確認ください）支給の方法は、各市町村によって異なります。私は、指定された月に在学証明書、成

績証明書等をもって窓口へ提出します。受理されると何か月分かまとめて入金されます。 

 いずれにしても、事前相談が必要ですので、資格取得を検討された際は、まず窓口へ相談される

方がいいと思います。 

●また、ハローワークでは、「教育訓練給付金」があります。これは、ひとり親家庭に特化したもので

はありませんが、雇用保険を一定期間かけられている方にはおすすめです。社会福祉士は「専門実

践教育訓練給付金」になります。訓練経費の50％相当額（上限１年あたり40万円）が支給されます。

手続きにはジョブ・カードの交付が必要になります。今までのキャリアの棚卸を所定の用紙に記入後

キャリア・コンサルタントとの面談が必要になります。結構ボリュームのある書式ですので、余裕をもっ

て手続きされることをおすすめします。受講開始までに手続きが必要ですが、始まっても一か月は余

裕がありますので、忘れたといって慌てずにまずはハローワークへ問い合わせしてみてください。受

給が決まると、半年ごとに窓口確認が必要です。また、厚生労働大臣指定校でないと、給付金はも

らえませんので注意してください。指定校の一覧はＨＰで確認できます。 

 なお、この給付金は、「高等職業訓練促進給付金」と併用可能です。また、在職中でも失業中でも

申請可能です。 

●入学に必要な金額は、後から戻ってきますので、手持ちがないと手続きできません。そんな時に

は母子寡婦福祉連合会の「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付制度」があります。大阪府の

場合ですが、入学準備金として 50万円（1回のみ）を借りることが出来ます。また、就職準備金として

も 20 万まで（1 回のみ）可能です。しかし、連帯保証人 1 名が必要なのと、あくまでも借入金ですの

で返済の必要があります。就職が決まり 5年間従事の場合は返還免除となります。 

 また、大阪府社会福祉協議会からは「社会福祉士修学資金」の貸付制度（無利子）があります。私

の場合は、専門学校で説明会がありました。ひとり親に特化したものではないようです。気になる方

は、説明会に参加されてはいかがでしょうか？（T） 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●９月２日（月）～３日（火）ニュース57号発送作業 

●９月７日（土）奈良市三笠公民館「シングルママの

ゆったりカフェ」に参加 

●９月８日（土）明石「準備しよう！知っておきたい教

育費」を開催 

●９月13日（金）電話相談日 

●９月14日（土）西宮おしゃべり会に参加 

●９月15日（日）尼崎おしゃべり会を開催 

●９月20日（金）神戸おしゃべり会を開催 

●９月21日（土）大阪ドーンセンター「シングルマザー

応援フェスタ」に参加 

●９月22日（日）定例会議 

●９月26日（木）大阪市ひとり親家庭等自立支援部会

に出席、大阪弁護士会「福祉行政を考える連続学習会」

に参加 

●９月27日（金）電話相談日 

●９月29日（日）箕面おしゃべり会 滝道ハイキング 

全国SMFスカイプ会議 

●10月６日（日）明石市親子交流会「ママと一緒に 

パパと一緒に手作りおもちゃを作ろう！」を開催 

●10月11日（金）電話相談日 

●10月12日（日）奈良市セミナー「学んで備えよう！ 

子どもにかかる教育費。あなたの家計簿を診断しま

す！」を台風のため延期。 

●10月17日（木）日本NPOセンターさんから来所。イン

タビュー取材「低所得の若者とシングルマザーのファイ

ナンシャル・ヘルスに関する調査」について 

●10月18日（金）神戸おしゃべり会を開催 

●10月20日（日）尼崎おしゃべり会『お灸体験 お灸で

ほっこり、まったりしましょう、リラックスしましょう』を開催 

●10月25日（金）電話相談日 

●10月26日（土）全国SMFスカイプ会議 

●10月27日（日）大阪おしゃべり会と学習会「年金制

度について」 

●10月28日（月）住宅セーフティーオフィス守口の方

が来所。 

●10月29日（火）北海道札幌市女性市議と懇談 

●11月3日（日）～4日（月）エンパワーメントセミナー

（東京）に参加 

●11月５日（火）衆議院院内集会に参加 

●11月５日（金）電話相談日 

●11月９日（土）奈良市セミナー「知らないと損する！

年金、保険の話」を開催 

●11月９日（土）西宮おしゃべり会に参加 

●11月10日（土） 明石市親子交流会「ママと一緒に 

パパと一緒にホットプレートクッキング！」を開催。 

●11月12日（火）枚方市社会福祉審議会に出席 

●11月13日（水）明石市児童福祉課と会議 

●11月23日（土）エンパワーメントセミナーを開催 

 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 

   編集後記 

 このニュースは某事務所の簡易印刷機を借りて

印刷、折り、帳合と手作りしています。Ａ３版の紙

を印刷機に積む、出来たものの移動など、物理的

な重さに耐えられなくなったことで少し小さいＢ５

版へと変更することに。封筒も小さく、郵便料金や

紙代の節約にもなり、環境負荷も小さくしました。

皆さんのお宅の郵便受けにも入りやすくなったの

ではないでしょうか。廃業した事務機屋さんで残

った紙も使わせてもらいました。紙質がそろってい

ないものがあると思いますが、

お許しください。 

 なんで婚外子が増えたらアカ

ンのかなぁ？ そこが不思議で

納得のいかないとこ。(M) 



ひとり親の声 もっと知って 

purethink0723@gmail.com

明石 ハッピーセミナーと親子交流会 

 

 

 

各地のおしゃべり会  初めての方大歓迎  なんでも喋り場ですよ 

尼崎・・・12月1日（クリスマス会）・1月19日・2月16日 13時～15時（第３日曜日） 

     場所：尼崎市女性センター・トレピエ 

        （阪急神戸線・武庫之荘駅 南出口から南へ200m） 

大阪・・・12月はありません・1月26日・2月23日 13時～15時（第４日曜日） 

     場所：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の事務所 

              （地下鉄堺筋線/谷町線・阪急 天神橋筋六丁目駅 徒歩5分） 

奈良・・・12月7日（土）「親子でハッピークリスマス会」 

     １月25日（土）「学んで備えよう！子どもにかかる教育費 あなたの家計簿診断します」 

     ２月15日（土）「私を大切に！自己尊重セミナー」 

          いずれも 13時半～15時半 場所：男女共同参画センター あすなら 

神戸・・・12月21日・1月18日・２月15日 18時～20時（第３金曜日） 

     「作り置き料理とおしゃべり会」 

     場所：星が丘ホーム ふれあいサロン  電話 078-708-6319 

       （垂水区星が丘３-2-23 ＪＲ垂水駅下車 バス10分 星陵高校正門前） 

箕面・・・不定期ですので、ご連絡ください 070-6505-2307 

和歌山・・不定期ですので、ご連絡ください 090-8534-8359 

     場所：和歌山市十番丁15 公園前の市川ビル 

 

☆情報コーナー☆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これからの予定 12月～２月 

お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 

西宮 シングルマザーズ・カフェ 

＊日程は変更することが

ありますので参加される

前にご連絡ください。 

 


