
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2020年 6月 1日 

Vol.60 

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 

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:記号00920-4 番号150163  加入者名:しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西 

  ・も・く・じ・ 

ホームページでニュースの 

バックナンバーが 

見られるようになりました。 

Vol.50～ 

見てね 
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 １月末から始まったコロナ禍は私たちシングルマザーの生活を大きく変えました。２月末の突

然の学校休業要請、緊急事態宣言、各地でのおしゃべり会やイベントが軒並み中止となる中、支

援団体としての活動も日々増えてきました。 

 

食料品、マスク支援 

 米の支援  東京のしんぐるまざあず・ふぉーらむより「一斉休校を乗り切る！緊急米come（コ

メコメ）プロジェクト」で米80キロ（カタログハウス、朝日文化事業団様より提供） 

 お菓子  「子どもの居場所を守る！緊急活動助成（ひょうごコミュニティ財団）」で洋菓子セッ

ト40箱（宗教法人真如苑様より提供）    

レトルト食品  「子どもの居場所を守る！緊急活動助成（ひょうごコミュニティ財団）」でレト

ルト食品（カレーとパスタソース）140食（MCC食品様より提供） 

 マスク  ・神原文子様より寄付金でマスク200箱購入。 

     ・北新地の料理人交流会さんから 

     ・会員さんから手作りマスクを大量に寄付していただいた 

 食品  おてらおやつクラブ様からの寄付の米、乾物、お菓子など 

 

 様々な団体や個人から「コロナ禍で大変なシングルマザーの家庭に渡してください。」と寄付品

を提供していただき、スタッフで手分けして運搬、発送作業、手渡しなどで40～50世帯に届けま

した。発送と共に「今回のコロナの問題に関してあなたのご家庭で困ったこと、疑問、国、自治

体への要望があればお書きください。」とアンケート用紙やメッセージ用紙を同封しました。返信

されてきた手紙には可愛い子どものお絵かきメッセージとお礼とともに困窮したシングルマザー

のリアルな生活が綴られていました。 

シングルマザーの声（手紙） 

 紙面いっぱいの行間からシングルマザーの「大変です！」という声がダイレクトに伝わってき

ました。一部を紹介します。 

＜食費＞ 

○学校休業で３食、家で食べるので食費が上がった。お米の減り方が半端ない！ 

○休校になった分、どの家庭も明らかに食費もろもろが増えるのにその分の補償はされないのか？ 

○今、ひとり親家庭が【普通の生活】を送ることが難しい状況にあります。連休前、私も卵１パック買うのに、

躊躇しました。（連休に合わせて、値段も値上がりしていた為）結局、連休明けに、値下がりのタイミングを

新型コロナ禍のもとで ― 

    支援者からシングルマザーへ 支援に応え大忙し 
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待ってから買いました。 

＜子どもの生活、居場所＞ 

○子どもを学校にも児童館にもお願することができない状況になりそうになったこと。 

○子どもの生活リズムが狂ってダラダラしている。 

＜教育費＞ 

○学校がないため、問題集を与え余分な教育費がかかり家計が大変だった。 

○休校中YouTube配信を各教科平日毎日10分内ずつのみ。それでも学費は免除されません。授業料の

みは免除や減額 考慮して頂けたりできないでしょうか、、、。 

＜学校、塾のオンライン授業＞ 

○学校や塾のオンライン化です。ＺＯＯＭで授業をする(塾)と言われ急にイヤホン、マイクを購入すること

になりました。又、高校(公立)も毎日課題をオンラインで返信することになり戸惑いがあります。 

○勉強はさせていますが、やはりゲームに行きがち、、、早く授業動画かオンライン授業をやってほしいで

す。(切実)   

＜仕事がなくなる、離職、給料が減額、＞ 

○サービス業で全く仕事が出来なくなった。 

○ナース職なのですが、母も肝臓ガン手術をしたばかり、息子や家族も多い為、コロナ感染予防を徹底

したいので離職しました。また落ちつけば再開したいです。 

○現在の仕事は中学校の配膳員をしているので、２月の中旬からお休みになりました。幸いお給与のほ

うは、保証されていますが、減少しています。 

＜休業補償＞ 

○介護職なので休めないが、停止になった場合の保障があるかどうか分からない。（逆に休めない） 

○休業補償の手続きについても何の書類、証明が必要なのか情報が不十分。 

○コロナウイルスで子どもが休みですが、会社は休業補償ではなく有給で対応してくれと言われてとても

困っております。休むに休めない状態  

＜親が感染したら子どもは？＞ 

○万が一、私がコロナウイルスに感染した場合、子どもはどうやって生活を送るのか全く予想もつかず、

濃厚接触にもなるのでどこにも預け先がないのではと不安があります。先が全然見えないこと(緊急のた

めの具体的な行動)が不安にさせるのだと思います。 

○自治体にはもし、その境遇になったときの対応について具体的に知らせておいて欲しいです。 

○誰しも感染したくないのは当然ですが、DV被害により今の場所に移り頼ることのできる人がいません。

もし、家族３人のうち誰かが感染したら車も持っていないので病院まで行く手段がありません。私が感染し

たら子供２人は心疾患があり頼る大人もいなくてどのように過ごしてもらえばいいのか不安です。 

＜経済的困窮＞ 

○生活保護を受けていますが、日々の生活が厳しいです。 
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＜国、自治体に望むこと＞ 

○国、自治体への要望は一時的な給付金（有難いですが）でなく、終息がみえないので、10万円という大

きな金額でなくとも、ながいめで保障を考えて欲しいです。大阪府でも市町村の対応がちがうので、もうす

こしそろうといいなと思います。 

○私の自治体、市は'ひとり親世帯"への特別な支援が有りません。 

相談窓口から（電話、メール） 

 この間、おてらおやつクラブさんからの紹介、メディアでの放送、長友佑都さんのひとり親支

援の呼びかけや前澤友作さんの10万円支援などから検索して当会を知り「このような団体がある

のを初めて知りました。食糧支援をお願いします」とサポートを求める電話やメールも毎日入る

ようになってきました。 

 圧倒的に多いのは食糧支援を求める切実な声。「休業中で貯蓄もなく、困っています」「未婚で

両親も頼れない」「田舎で役所には知った顔ばかりでサポートを受けづらい」「離婚成立したとこ

ろでまだ、仕事につけないままこの事態になりました」 

 相談メールや電話がある中で必ず、お住いの自治体にサポートを求められたかどうか聞いてい

ます。そして社会福祉協議会で緊急小口貸付資金を借りれることお伝えします。 

しかし、「社会福祉協議会ってどこにあるの？」の声。 

このような相談がありました。 

○コロナを理由にアルバイトを辞めさせられた方から電話があり、事業を聴いた上で大阪府の○区の社

会福祉協議会に電話して聞くと対応が全く違っていた。減収した給与明細もウェブ上ならダメといわれて

いたのが、印刷して持ってきてください。会社からの離職表がなくても自分で手書きでみいいので一筆書

けば大丈夫ですよ。と親切なアドバイスをうけ、相談者に連絡すると安堵され、社会福祉協議会を再度訪

れるとのことでした。 

○「緊急小口貸付資金の窓口にも行きましたが、混みあってる。ＧＷで６月になるといわれました、、、そ

れまで生活が持つかという不安が、、、」のメールもあり、すぐにその自治体の社会福祉協議会の窓口に

電話すると「１日2700件のうけつけがあり、それを大阪府に送り審査するのでお金が降りるのは２週間かか

ります。」との返事。「その人、もう貯金がないんらしいです。２週間待てないです。」というと「災害用の備

蓄（米、ラーメン、さば缶など）があるので一度窓口にきてください。」と親切にアドバイスしてもらい、彼女

にもメールした。その後、連絡がとれていないが、うまくいっただろうか？ 

 自治体により格差 国の施策の充実を望む 

 今回の緊急小口貸付資金の対応について厚生労働省は現場に通達を出し、柔軟な対応をして相

談者に負担がいかないようにと指示をだしている。又、償還免除規定（「償還時において、なお所

得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方
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の生活にきめ細かに配慮する。」）もある。この償還免除規定について市民、県民に広報が不十分

だったり、載せていない自治体もあり、地域差を大きく感じた。 

 生活保護は最後のセーフティーネット、緊急小口貸付資金は最後から２番目のセーフティーネ

ットといわれている。せっかく、厚生労働省が生活に困窮された方に活用して欲しいと通達を出

しているのだからその趣旨を踏まえ、窓口で対応してもらいたいと切に願う。 

 

 今回、各自治体のひとり親施策は児童扶養手当の○万円増額という数字で評価されてしまった。

（この原稿を書いている時に第２次補正予算案が出て「児童扶養手当や遺族年金など公的年金を

受け取っている世帯に５万円の臨時特別給付金の支給」があがり、これは非常に嬉しい。メール

や電話で困窮を訴えられてきたママたちに希望が見える。） 

 私たちの元に寄せられたお手紙の中でも「子育てに優しい街をうたっていながら私の街には全

く支援がない。隣町は対応が早く○万円上乗せされる。コロナ前から対応もスムーズで母子によ

いという噂は本当だったと確信した。」と落胆の声も届いています。 

 

 今回、自治体のコロナ禍への対応の格差がひとり親政策だけでなく、行政全体の政策も同様に

いわれています。特にトップのリーダー性に注目が当たっています。もちろん、それも大切です

が窓口や相談の現場で職員さんが限られた予算の中で困窮度を訴える市民に対し、細やかなサポ

ートがキラリと光るのを見ました。これをもっと期待したいです。この蓄積はその自治体の今後

の制度設計にしっかりと繋がることを更に期待します。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

中学生と高校生の子どもは・・・ 年度の始まりなのに・・・ 

 今回のコロナの件で、学校関係は本当に振り回されてますね。 

 新年度ですので、小中学校の就学援助の申し込みが始まっています。 

 自治体によって締切日も多少前後するのですが、Ｈ市の中学校の場合。 

私は書類を5/11に中学校へ行って、もらいました。（子どもの課題受け取り＆クラス発表があり、

親が代理で行った）が、学校提出締切日22日とのこと。また、市役所（教育委員会）へ持ち込ん

での提出は月末までです。しかも受付時間が平日の9：15～17：00まで。働いているシングルマザ

ーにはちっとも優しくないですね。学校への提出締切日が短い上に、子供の生存確認のため？の

            わたしの場合 
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登校日は週１です。子どもの配達責任重大です。しつこく、しつこく子供に絶対忘れるな！と私

は念を押し、うるさがられました(笑) 

 子供も長期の休みでゴロゴロしているし、親はやることだらけでバタバタ。就学援助の提出に

は添付書類も必要で煩わしいし、申請忘れされる方が多いのでは？とちょっと思いました。学校

へ出す、新年度の諸々の書類も山のように！！子どもさんが多いとその数も半端ないですしね。 

 では、他の自治体はどうだろうと思い、お隣のＴ市のシングル仲間に聞いてみたところ、４月

に学校から案内があり、受付期間も延長されているよーとの情報が！(/・ω・)/えっ！！そうな

の！？この差は一体、ナニ？？ 

 それから、高校生は学生支援機構の奨学金説明会が各学校で、始まっていると聞きました。 

子供だけが聞いたり書類を受け取ったりするところもあり、必要な方は要確認事項ですね。事前

申請は辞退できるけど、提出日はこの日までというのがあると聞きました。そんなん、聞いてな

いし知らなかったー！と後悔しないためにも、要チェックですね。 

 給食費の件も、ある小学生（卒業生）は、３月分は微々たる額ですが口座へ返還されていると

のこと。自治体によってはまちまちだと思いますが、市町村独自で今年度は無償としているとこ

ろも多いようです。また、Ｈ市の場合は、中学校は選択給食で、今年度は半額で提供してもらえ

るようですね。普段は利用していないけど・・・という方、事後申請でも大丈夫とのこと。こう

いう制度は忙しいシングルマザーにはありがたいのかもしれませんね。 

 また、新年度は４月、５月分の諸経費を５月にまとめて引き落とすところも多いのではないで

しょうか？（PTA会費の口数など決まってから）国が給食費返還の指針を発表されてますので、給

食費に関しては、今は返還されていなくてものちのち相殺するというところもあるようですね。

疑問に思ったら学校に確認される方が確実ですね。（Ｔ） 

 

 コロナ禍で仕事、急ストップ!!!! 収入減の4月・5月、そして6月から??? 

 障がい者のガイドヘルパーの仕事(時間給)が、4月7日からストップし自宅待機になった。 

別事業所(高齢者対象)のホームヘルパーの仕事(時間給)は、地域のコロナ感染拡大で、「予防」の

ため休みを願い出た。障がい者や高齢者の施設、リハビリテーション病院などの集団感染のニュ

ースで怖くなったからだ。しかし、急に障がい者(児)施設や介護施設などが閉鎖になって困るの

は、当事者とそのご家族、さらに、在宅支援を受けていた障がい者の方も感染を恐れてヘルパー

を断り、自身の命をギリギリ守ろうとしたシングルマザーもいる。 

 今回の自宅待機で、私も収入は突然に、ガクガク減った。急に生活費の小銭の計算と節約、い

らないものの仕分け、、、新聞やテレビの情報からもわかるが、シングルマザーは、時給で、掛け

持ちのダブルやトリプルで働いて何とか生活費の帳尻をギリギリ間に合わせている世帯が、なん

と多いことかと思う。看護師と保育士の資格を生かしてダブルワークしていた女性が、雇用主か

らどちらかにしてくれと辞職勧告を受けたとか、飲食関係や派遣の仕事も多い。突然仕事を失っ
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た人、離婚後で今から就職先を探そうとしていた人、、、。不安定さが顕わになった。(こんな状況

下で、いったん首切られたけど、再就職できたという連絡もらったときは嬉しかった。) 

 逆に仕事を休めない医療・介護関係、看護師・介護士、スーパー店員など、感染リスクと子育

て、保育所の問題、学校が休みになっている子どもの食費・学習など、心配としんどさが一挙に

かぶさってきた。5月末になって、自宅待機の私にも、事業所から呼び出し電話があった。高齢者

介護の現場は人手不足になっているので。６月から仕事や保育所・学校が始まっても、リスキー

な不安定さは変わらない。コロナ感染の第２波や台風・洪水、地震など、想像するだに怖いなと

思う。しんどい時、困ったことなど、連絡しあおうね。（mameko） 

 

息子が海外赴任から帰国 

 ５年間の海外赴任を終えて、三男37歳が５月に帰国した。コロナ対策で関西国際空港に到着予

定のジャンボ機が出発予定の10日前に欠航となり、トランジットできるかどうかで帰国も危ぶま

れたが、おかげさまで１日おくれで成田空港に朝８時半ごろに帰着。ＰＣＲ検査をうけ、トラッ

ク運転手の友だちにレンタカーを運転してもらい途中16時ころには静岡を走っていて、20時半ご

ろ、ご飯の用意だけしてある私の自宅に着いたもよう。私はＰＣＲ検査結果がでるまでの２泊３

日は息子の勤める会社の取り計らいで、神戸のホテルにいた。結果は陰性だったので２週間の自

宅待機期間中、自宅で息子と生活がともにできた。 

 私は、「おかあちゃんだって、時間があったら、毎日こんなに料理ができるんやで」ということ

をみせられてよかった。現役中は、やきめし、カレー、肉じゃが、くらいしか食べさせてないの

で。 

 息子から食事中に言い出した。「コロナでいろいろあったけど、オカンとこんな長い間一緒にお

ることはないかもわかれへんから、よかったなあ」こっちは、そこまで見切りをつけてなかった

ので、さみしい気もした。、１年前ころ、外国で商社の仕事をしている息子に、しあわせなのかど

うかよくラインを送っていた。「結婚のリスク・夫妻関係のリスク」から書き出しの、神原文子さ

んの「子づれシングル」（明石書店）を事務所で借りて読んでいるところであったし、まさに息子

はリスクにさらされていたところだった。 

 働きづくめの毎日らしかったので、もっと生活時間を取り入れて働くことがあたりまえになっ

てるＥＵのことなどをラインで送っていた。 

 息子がかえってきたとき、自問自答していたのだろうとおもったけど、人間のしあわせとはな

にかを一生懸命考えていた。これまでは、自分ができることは人間の経済生活にエネルギーをど

う供給できるかをやることだと言っていた。 

 経済には哲学が必要だと今回は言っていた。息子が自宅に滞在中に事務所にいくことがあった

が、持ち帰ったおみやげのマスクをもっていってくれと言った。うれしかった。（M.D） 
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 ３月のおしゃべり会ではひょうごコミュ

ニティ財団さんからの 「子どもの居場所を

守る！緊急活動助成」 を受け新学期開が始

まるまでの期間限定での日程で学習支援活

動と王子動物園への遠足を計画しました。 

 ３月29日の学習支援活動はできたのです

が、４月５日の王子動物園への遠足は残念な

がら中止にしました。４月のおしゃべり会で

はマスク作りを予定していましたが、それも

中止。おてらおやつクラブさんからの食品配

りもいつもの会場のトレピエが休館となり

郵送となりました。 

 リアルに会うことはできていないのです

が、メールや電話、食品、マスクへのお礼メ

ッセージで連絡を取り合っている状態です。 

 

前号で入らなかった記事↓ 

 12月１日、尼崎おしゃべり会で少し早いク

リスマス会をしました。ケーキを食べ、今年

楽しかったこと、来年やりたいこと等近況報

告も兼ねておしゃべりして交流しました。 

夏合宿が良かった、来年の場所はどこ？と皆

さんの期待度が高いです。 

 学習支援の先生も参加してくださり、写真

ＯＫのメンバーはまるで家族写真みたい！ 

おてらおやつクラブなどから頂いたプレゼ

ントをもらってニコニコの子どもたちでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２月16日（月）尼崎おしゃべり会で親子ク

ッキングをしました。 

 おてらおやつクラブさんからいただいた

味噌とお米を使い、味噌玉とおにぎりです。

麦味噌、米味噌、赤味噌それぞれにカツオ節

を混ぜ丸めて出来上がり! 味噌にカツオ節

を混ぜるのも親子で協力してやりました。ラ

ップで包み、可愛いシールを貼って出来上が

り！ いっぱい作り、持ち帰りました。 

 おにぎりも、しゃけなどを混ぜて親子でニ

ギニギ。皆でいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交流会の後、ママたちに就労アンケートに

協力してもらい、子どもたちはトランプゲー

ム。大笑いしながら仲良しになりました。 

 帰りはおてらおやつクラブさんからのお

土産をいっぱいお持ち帰りしました。 

尼崎 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

 

１月末からのコロナ禍、学校一斉休校、緊急事態宣言などが出る中、自粛を強いら

れることになり各地のおしゃべり会やイベントは軒並み中止、延期となりました。 
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 ３月１日の親子交流会でのクッキー作り

は中止になりました。ママたちが中心になっ

て企画し、チラシ作り、当日の買い物やスケ

ジュールなどの進行も準備してただけに残

念ですが、又、リベンジの機会を作りたいで

す。今年度事業のトップとして大蔵海岸での

ＢＢＱを６月に企画し会場下見もしていた

のですが、これも中止になりました。ＢＢＱ

はママと子どもたちが期待大のイベントな

のでこれもどこかでリベンジをと考えてい

るのですが、、、。 

＜今年のセミナー、イベントの予定＞ 

    対象：明石市民 要申込 参加無料 

＊９月27日(日） 

『準備しよう！ 知っておきたい教育費のこ

と』 講師：丸山裕代さん（社会福祉士・産

業カウンセラー・キャリアコンサルタント） 

＠ウィズあかし 保育あり 

＊11月７日（土） 

『思春期の子どもの性教育、悩んでいません

か？ 受けそこなったおとなのための性教

育』 講師：徳永桂子さん（ウイメンズネッ

ト・こうべ 思春期保健相談士）保育あり 

＠あかしこども広場 団体活動室 

＊12月13日（日） 

『クリスマス会』 出演：小黒まどかさんた

ちのグループ（劇を見る、読み聞かせなど） 

＠ウィズあかし 701号室 

＊2021年２月７日（日） 

『子育ての悩みあれこれ、ひとりで抱え込ま

ないで！』 講師：濱田格子さん（元姫路大

学教育学部特任講師、認定NPO法人子どもの

未来尼崎理事長）保育あり 

＠ウィズあかし 703号室 

 

 

 

 今年の奈良の企画は楽しいことてんこ盛

りにしようと、ランチミーティング、柳生の

里へのバスツアー、クリスマス会、ママが講

師のセミナーと計画を立てました。６月のラ

ンチミーティングは中止となりましたが、後

半できるかな？ 

＜今年のセミナー、イベントの予定＞ 

  ※中止・内容変更になる場合があります 

      対象：奈良市民 参加無料 

＊10月（日にちは未定）  

『柳生の里へ行くよ』 要申込 

＊12月５日（土） 

『親子でハッピークリスマス会』 要申込 

＠男女共同参画センター あすなら 

＊2021年２月（日にちは未定） 

『自己啓発セミナー』 保育あり 

＠男女共同参画センター あすなら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナの影響で女性センターが閉館とな

り、おしゃべり会も休止になりました。 

でも職員の方が情報を下さったり、「ライン

グループ」を作って繋がりましょうと提案し

て下さり、また再開する迄思いや状況を伝え

合う事になりました。（Y.M） 

 

 

明石 奈良 

西宮 
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 箕面のメンバーや、支援者にマスクやお米

を配りました。さっそくラインなどでお礼が

来ました。ひとりのメンバーはコロナで小さ

いお子さんが二人ずーっと家で、息つくひま

がなく落ち込んでいると電話がきました。 

 私も介護者として、恐れや不安があり、マ

スクは現場からなくなり自腹だったから助

かりました。現場で熱がある利用者さんには

みんなびりびりしてしまいます。ナースも何

人かやめました。ナースのお子さんは保育所

の他の保護者に疎んじられたと言っていま

す。 

 皆さんただでさえ貧困のシングルマザー

です。コロナの影響は心にも身体にもきてい

ます。なるべくSOSをキャッチしたいですね。 

 

 

 

 

【ご報告】マスク・食品お渡し会無事終了 

 ５月16日（土）、コープこうべ第５地区活

動本部会議室をお借りし、マスク・食品を29

世帯のお母さんと子ども達へお届けする配

布会を開催しました。 

 垂水区社協より地域福祉ネットワーカー

の方も来ていただき、緊急小口資金のご案内

も皆さんにしていただきました。 

 今回来場いただけなかった方には郵送、ス

タッフにて手分けし、手渡しにてお届けさせ

ていただきました。 

 安くなった、出回り始めたと言われている

マスクですが、ひとり親家庭にとっては負担

も大きく、仕事に追われ、忙しい時間のなか

で買い物にいけず購入しにくいという声を

お聞きし、マスクの準備を企画いたしました。

各家庭人数や年齢、職業に合わせて物や分量

を調整しています。 

 

 集まる場所を確保しにくいなか、ご尽力い

ただいたコープこうべ第５地区活動本部の

皆さんに感謝いたします。 

 配布準備から配送までお手伝いいただい

たメンバーの皆さん、いつもありがとう！ 

・協力・ 

元神戸学院大学教授、神原文子さん 

産経新聞和泉中央販売・高畑健太さん 

コープこうべ 

おてらおやつクラブ 

垂水区社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

箕面 

神戸 
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＜英語の学習支援＞ 

 中学三年生の娘が体験させていただきま

した。英検３級を受験したい！と思ってたの

でこの支援制度は本当にありがたいです。 

 娘は受験生ということもあり、通塾してい

るのですが、学習支援の初日に、塾でもして

いなくて、家でも一人で取り組むのにはハー

ドルが高いものは何だろう？と一緒に考え

ていただきました。そして、支援時間は「長

文読解」に時間を割くことに決まりました。 

 読み方のコツ、理解へのステップアップ、

そして次回までにしておくことなど短時間

のうちに的確なアドバイスをいただき充実

した学習時間になりました。 

 先生のお人柄だと思うのですが、子供に寄

り添った支援をしていただき「とってもわか

りやすかった！」と親子ともども大満足です。 

 また、終了後の振り返り時間では親御さん

からの質問、疑問、不安に思っていることな

ど気さくにざっくばらんにかつ丁寧に答え

ていただき有意義な時間となりました。子ど

も同士、一緒の空間で学習してることもモチ

ベーションアップにつながったようです。一

緒に学習する仲間がいると、学校とは違うお

友達ができていいですね！ 

 スタートしたばかりですが、少人数制の英

語の学習支援今後も継続していけたらと思

います。（T） 

 

＜教育費の学習会＞ 

 ３月22日（日）、事務所で教育費のミニセ

ミナーをしました。 

 

 

＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●３月13日(金)電話相談 

●３月15日(日)尼崎おしゃべり会、学習支援活動 

●３月20日(金)神戸おしゃべり会 

●３月22日(日)英語の学習支援 定例会議 

●３月27日(金)電話相談 

●３月29日(日)学習支援（ひょうごコミュニティ財団の

子どもの居場所を守る！緊急活動の一環） 

●４月５日(日)尼崎おしゃべり会で食品配り 

●４月10日(金)電話相談 

●４月15日(水)ひょうごコミュニティ財団さん事務所に

レトルト食品（KCC食品さんよりの寄付品）を取りに行

き、事務所で発送作業（カレーとパスタソース140食） 

●４月16日(木)尼崎市、大阪市、大阪府に要望書を

持って行き、議員さん、担当者と話。連合にも相談 

●４月26日(金)電話相談 

●４月26日(金)定例会議、ZOOM会議もする 

全国協議会ZOOM会議 

●５月1日(金)尼崎市こども青少年局職員さんと話 

●５月５日(火)会計監査 

●５月８日(金)電話相談 

●５月９日(土)マスク200箱を事務所に運んでもらう 

●５月12日(火)～13日（水）マスク発送作業 

●５月17日(日)神戸おしゃべり会（マスク配布作業） 

●５月19日(火)会計へのアドバイスを受ける 

●５月24日(日)総会、定例会議 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 

 

大阪 



 

 

 

 

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・・・６月21日（日）、７月19日（日）、８月はお休みです 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） 

 

神戸・・・６月21日（日）、７月19日（日） 17時半～（第３日曜日） 

     「作り置き料理とおしゃべり会」 

     場所：コープミニ東舞子店組合員室（神戸市垂水区舞子台4-9-8） 

 

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 

 

☆総会が終わりました 

５月 24 日（日）事務所にて総会を開催、2019 年度の事業報告と決算報告、2020 年度の事

業計画、予算が承認されました。 

「事業報告書」（会計報告含む）は後日、内閣府 NPO ホームページに掲載されます。 

https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/113002105 

前年度までのものも見ていただけます。 

  これからの予定 6月～8月 

お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 

＊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。 

 

ごめんなさい 

夏の親子合宿は 

中止に 

なりました 
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