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ＮＰＯ法人 
2020年 9月 1日 

Vol.61 

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・ 

ホームページでも 

ニュースが 

読めます 
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 ６月に入ってからも様々な支援物資が団体や個人様から届き、スタッフで手分けして

送付状準備、運搬、梱包発送作業、手渡しなどで約100世帯に届けることができました。 

 

食料品、クオカード、マスク、などの支援物資 

 米   200キロ（生活協同組合コープこうべ様より）   

 切り餅   35キロ（生活協同組合コープこうべ様より）  

 ヌードル   240個（生活協同組合コープこうべ様より）  

 クオカード   5000円×100枚（個人様から） 

 手作りマスク  43枚（生活協同組合コープこうべ様・個人様より）  

 マルチパーパスクロス  100枚（株式会社ＡＣＴＪＡＰＡＮ様から） 

 食品など   おてらおやつクラブ様や個人様から 

 パンパースとベビーフード   個人様から 

 夏の食品ギフト   長友佑都緊急企画様から 

 送料   ゆうパックや郵便の送料は公益財団法人パブリックリソース財団様 

     高山弘子基金より 

 

 100世帯分の段ボール箱が部屋いっぱいに並び、狭い事務所は倉庫状態でした。 

 同時にメールや電話で食糧支援以外にも相談を求める声は多かったのですが、まずは、

食糧支援を急ぎました。 

 

＜長友佑都緊急企画＞  

長友佑都緊急企画 ＃ひとり親をみんなで支えよう 食品のプレゼント 

 サッカー選手の長友佑都さんはご自身がひとり親家庭で育たれ、コロナ禍で苦しむひ

とり親を支援したいと認定ＮＰＯ法人フローレンスさんとともにクラウドファンディン

グを立ち上げ、寄付を募りました。私たち、しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西はこ

のプロジェクトの支援を受け、食品をおくることになりました。 

 シングルマザーの皆さんに聞くと「これまでにお米をもらったので今度は、おかずが

いいわ。」という希望があり、お世話になったコープこうべさんの「えらべるグルメギフ

ト」にしました。さっそく、「ギョーザのセットを選びました」 「うち 

は梅干し」 「アイスクリームがいい（子どもの意見）」と選ぶ楽しさと 

プチ贅沢を味わってもらい好評です。 

 長友佑都さん、ありがとうございます！！ 

新型コロナ禍のもとでⅡ ―支援者からシングルマザーへ                   

                 梅雨も夏も 支援に応え大忙し  
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＜同行支援活動＞ 

 フードバンクさんからの食糧支援と緊急小口貸し付け資金について兵庫県川西市の社

会福祉協議会までシングルマザー親子と一緒に行きました。窓口の方も丁寧な説明をさ

れ、緊急小口貸し付け資金についても「償還免除規定」の説明も口頭でされていた。 

 シングルマザーの彼女も書類をもらって帰り、その後、「20万借りることができました

ぁ」と嬉しい報告がありました。生活保護は最後のセーフティーネット、緊急小口貸し

付け資金は最後から２番目のセーフティーネットと言われています。 

 この20万円は彼女ら親子の生活をしっかり支えてくれるネットです。 

 

＜児童扶養手当の臨時給付金＞ 

◆基本給付 

現在、児童扶養手当を支給されている家庭には１世帯５万円、第２子以降は１人につき

３万円給付。（申請不要） 

障害年金や遺族年金を受給して児童扶養手当を受給してないが、支給制限限度額以下の

人（申請必要） 

家計が急変して児童扶養手当の水準以下になった人（申請必要） 

 

◆追加給付 

家計が急変して収入が減った人に５万円給付。（申請必要） 

 ＊申請必要なものは必ず申請してください。待っていても役所からお金は来ません

よ！来年２月末が申請期限です。 

 ＊家計急変の判断は、令和２年２月以降で、ひとり親（養育者等を含む。）であった時

期の任意の１か月の収入額について、12か月換算した収入見込み額が児童扶養手当の支

給限度額と同等の収入額未満となれば支給対象となります。（厚生労働省の「ひとり親世

帯臨時特別給付金」に関わるよくあるお問い合わせ）より 

つまり、任意ですので一番低賃金の月の給料×12か月の総額が児童扶養手当の支給制限

限度額未満ならＯＫ。支給制限限度額は扶養する子どもの人数によって変わります。 

 ＊収入オーバーで支給制度限度額に引っ掛かり、今、現在児童扶養手当が支給されて

いない人も今回コロナで収入が減少したなら一度役所に相談に行ってください。 

 ＊収入を証明するものは必要です。給与明細書がなくても諦めないでください。会社

から給料をもらった証明を探してください。スマホなどに残っていませんか？ 給料

袋？ 

 ＊必要書類など役所で求められるものに自治体差があるかもしれま

せんので一度足を運んで相談してください。児童扶養手当を受給されて

いる方は現況届の時でもいいですね。 
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 児童扶養手当法の一部改正 

 障害年金受給者のひとり親、児童扶養手当停止は違憲？ 

 厚生労働省から「ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ」が出た・・・児童扶養手当法の

一部改正 

 2021年(令和３年)の３月分から障害年金を受給しているひとり親の「児童扶養手当」の算

出方法が変わります。「児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶

養手当として受給することができる」ように見直されました。 

    注意してね。 

①令和３年分と４月分は、５月に支給される。 

②令和３年の３月１日に支給要件を満たしている方は、令和３年６月30日までに申請すれば、

令和3年3月分の手当から受給できる。 

※申請が必要なので注意して下さい。各自治体の児童扶養手当の申請窓口に問い合わせ、詳

しいことを聞き手続してください。「令和３年３月１日より前であっても、事前申請は可能で

す」と書かれています。 

△ところで、 

 山田さんが京都地裁に人権侵害として訴えられた「児童扶養手当の額と障害年金の子の加

算部分の額との差額」を求める裁判は、まだ、終わっていません。10月に結審で、その後に

判決が出される予定ですが、山田さんの起こされた裁判の影響は、厚労省や国会におよび、

皆の福祉の権利や平等を、また一歩と、前進させたと、私は思います。どういう判決として

京都地裁が出すのだろうと思います。（mameko）    ※Vol.57 6/1号 12ページ参照 

 

 

 

シニアおんなの読書会より案内 

・・・面白かった「本」貸し出します。力と栄養になる「本」ばかり。 

※シングルマザー対象 ※１人１冊、先着順、希望者はメールでスタッフ枝村まで。 

メールのタイトルを『本の貸出希望』としてください。 

 ① ヴィオラ母さん（ヤマザキマリ）文芸春秋 

 ② 流浪の月（凪良ゆう）東京創元社 

 ③ ぼそぼそ声のフェミニズム（栗田隆子）作品社 

 ④ ぼくはイエローでホワイトでちょっとブルー（ブレイディみかこ）新潮社 

 ⑤ 孤塁 双葉郡消防士たちの3.11（吉田千亜）岩波 
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 コロナ禍でいつも使っていた会場のトレ

ピエも閉館となり５月のおしゃべり会は中

止。それでも、おてらおやつクラブさんから

届いた果物を分けるためトレピエ前で集ま

り久しぶりの顔、顔、顔。「弁当券でいろん

な店で弁当が選べるから楽しみ！」というマ

マたちの声でした。（尼崎市は学校休業で給

食の代わりに弁当券を発行し、児童扶養手当

受給など就学援助を受けている家庭に無料

で配布。） 

 ６月はトレピエを使うことができ、久しぶ

りにおしゃべり会と学習支援も持ちました。

学校が再開したけど自治体によって給食内

容にバラツキがあったり、夏休みの期間も各

市で差があり子どもたちにとっても大変な

夏休みになりそう。そんな中で持ち上がった

のが「ＢＢＱに行きたい！」という声。毎年

恒例の合宿も今年は中止になったのですが、

やっぱり、外で遊びたい！ 

 この日は、おてらおやつクラブさんからの

食品と北新地料理人交流会さんから頂いた

コーンの缶詰を皆さんで分けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７月26日(日)は神戸しあわせの村で念願

のＢＢＱを決行！ おとな、こども、スタッ

フあわせて16名でレッツゴーＢＢＱ！！ 

 皆で野菜の分担も決め下準備もして焼く

だけという手際の良さ！ 雨が時々、降って

きましたがタープの下で大丈夫。お肉も野菜

もいっぱい味わうことができました。 

 しあわせの村はとっても広く遊ぶ場所が

いっぱいですが、遊具が濡れていたのでイカ

ダに少し乗り、体育館でピンポンを楽しみま

した。 

 自然を受けいれた、まさにアドベンチャー

ワールドの１日でした。 

 

 

 ８月２日のおしゃべり会は、「離婚に関わ

るお悩みあれこれを語る」がテーマで初めて

の方も参加されました。離婚後の子どもの名

前のこと、養育費と面会交流など今、まさに

裁判中の方の悩みや先輩シングルマザーか

らのアドバイスもあり、時間を延長しても話

が終わらないほどでした。 

子どもたちもオセロゲームやラッＱ(レゴの

ように組み立てる遊具）で遊んで交流できま

した。おてらおやつクラブ様から沢山のお米、

果物、調味料、お菓子をいただき、みんなで

お分けしてお礼のお手紙も書きました。 

(絹) 

 

尼崎 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

 

今年に入ってのコロナ禍で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。が、そろそろ集まりの報告がきていますよ。 

しあわせの村でバーベキュー 

離婚後の心配を先輩ママたちに 
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 ７月18日（土）に13人の出席で、それぞれ

の近況やカフェでやりたい事を話し合いま

した。久しぶりに顔を合わせて、ほっとした

り、新しい方もいらして色んな意見が出て、

また2ヶ月後に会える迄の活力を得られた時

間でした。（Y.M） 

 

 

 

 

 少人数での英語の学習支援を継続してい

ます。月に１～２日、午前中の２時間ほど、

事務所近くの公民館等で実施しています。現

在、参加者は中学生２名。 

 学校での分からないところや、塾の宿題、

英検対策などなど。英語の学習は継続は力な

りです！！ 

 英検１級の先生の指導は、分かりやすいと

評判です。子どもさん同士も学校以外のつな

がりができるし、質問もしやすいし、自宅と

違って非常によく集中できています。 

 現在、若干名（少人数制のため）ですが、

新規参加者を募集中です。興味のある方、是

非一度見学に来てくださいね。小学生や高校

生も大歓迎です。もちろん、費用は無料！！ 

 子供さんが学習中は、ママ同士のおしゃべ

り会を別室でおこ

なっています。 

 感染症対策もし

っかりとって、親子

ともども充実した

時間を過ごしまし

ょう！（T） 

 

 

 

 大阪で、お寺から「おやつ」などを頂ける

ことになり、感謝しています。 

 コロナ禍で、なかなか、おしゃべり交流会

がもてていませんが、お手紙を添えて配って

います。 

 事務所に近い方は、ぜひ交流もかねて、取

りに来ていただけたら嬉しいです。 

 

 

 京都のМさんグループからおやつやベビ

ー用品を頂いてます。本当にありがとうござ

います。離乳食やパンパースとかは、今、赤

ちゃんを養育しているシングルマザーに送

りました。 

※尚、フェースブックに支援いただいた品物

の写真を載せています。 

 

 

 

 

 

 新型コロナで活動がストップしていまし

たが、半年ぶりに明石市のひとり親家庭支援

事業がスタートしました 

 今回は明石市生涯学習センターで、おしゃ

べり会として、大人８人、子供７人が参加。 

まずは２人１組で自己紹介ではなく、他己紹

介をしてもらうと、緊張気味だった場の雰囲

気が和み…「コロナ中どうしてた？」「これ

から仕事どうする？」「人と比べちゃって辛

いな…」などの会話の中から、自然に児童扶

養手当の相談会や、支給停止になった際の取

扱のことなど市役所さん側から適切な情報

をいただけたことは皆さんのお役に立った

ように思います。終了後も皆さんの話が止ま

大阪 

明石 

英語学習支援 

若干空きあり 

西宮 おてらおやつクラブ 

交流会でスタート 

離乳食やおむつが届きました 



7 

 

りませんでした。 

 参加者の方がフォークギターの演奏もし

てくださり、子ども達も、楽しんでいただけ

たようです。 

 また参加したいと思ってもらえるような

交流会を続けて行ければと思っています。 

 

 

 

 ８月12日～20日まで、児童扶養手当の現況

届をするための待ち時間を活用してひとり

親の相談をお聞きして対応するという取り

組みにしんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西

も関わっています。 

 生活相談、子育て相談、法律相談、健康相

談、離婚後の子育てガイダンスがあり、しん

ぐるまざあず・ふぉーらむ・関西は生活相談

のブースを担当しました。 

 毎年、会場にはかわいい夏のレイアウトや

明石市の取り組みの掲示物やチラシがおい

てあり、待っているシングルマザー、ファー

ザーもそれらを手に取って順番を待ちます。

一緒に来ている子どもも絵本を読んだり、パ

ズルで遊びました。 

 その時にご相談にのりました。ゆっくりお

話をしたい方には個別ブースに入り、じっく

りとお聞きしました。 

 教育費の相談のなかでは、2020年４月から

始まった大学の給付型奨学金や明石市独自

の給付型奨学金のうれしい情報はシングル

マザーにとっても関心が高いものです。 

 ９月27日の教育費セミナーへのお誘いも

しました。 

 今年はコロナ禍の対策を万全にして受け

付け窓口も多く、スムーズに現況届ができた

ように思われます。（絹） 

 

 

 

 

【７月の定例会】 

 ７月19日（日）15時、コープミニ東舞子店

組合員室にておしゃべり会を開催しました。 

コロナウイルスの影響で食事会の開催をま

だできないので、ライトな感じのおしゃべり

会となり、参加者は５名。新規の参加の方が

１名来てくださいました。年齢が同じくらい

の方だったので、体調や更年期のお話などに

花が咲きました。 

 今年度の神戸のセミナーは女性の体のお

悩みについて考えようと企画しています。 

 

【８月の定例会】 

 ８月16日は垂水を飛び出し、明石公園にて

夕涼み会を開催しました。 

 明石公園のカフェ「ＴＴＴ」で自分たちが

カレーを注文すると、中学生以下の子どもに

対してチケットが１枚貼り出されるという

「ICHIZENカレープロジェクト」に参加。私

たちもカレーを食べて、このプロジェクトを

応援すべく、お声掛けし、ひとり親のお母さ

んだけでなく、応援してくれる人たち（おっ

ちゃん、お兄ちゃんの３名の男性を含む！）

を含め、大人13名子ども６名が参加しました。 

カレーはフルーティでとても美味しかった

ですし、参加してくれたおっちゃんたちと外

で水風船を使って遊んだりしたことが、短か

った夏休みの思い出になればうれしいです！ 

 チケットは店内に貼り出されているので、

中学生以下の子どもさんをお連れになられ

て明石公園でまたカレーを食べていただけ

たらと思います。 

 「ICHIZENカレー」の記事については「クマ

ガイタツロウ」で検索か、以下でご参照くだ

神戸 

明石市ひとり親家庭 

      総合相談事業 
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さい！ 

https://maidonanews.jp/article/13619327

?yclid=YJAD.1596947123.8n29bJadcq3FLH3f

8H_N.eKX6ipRVZANbJgUzqPzLm_lxxsa3BK2SNM

2Co5exwFMuPJBymi6t7NuBMg- 

 

 

【９月】 

映画自主上映会のお知らせ 

子育てエンターテイメントドキュメンタリ

ー映画「ママをやめてもいいですか？！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所：垂水区民センター多目的ホール 

日時: ９月６日（日）午前11時・午後２時の 

２回上映 

チケット制 大人500円 

※午後の部のみ映画終了後、感想のシェア

会・保育あり（要予約・無料） 

＜お申込み＞しんぐるまざあず・ふぉーら

む・関西・神戸ウエストまで。 

smfkansaikobewest@yahoo.co.jp 

協賛：CO・OP共済地域ささえあい助成 

http://www.umareru.jp/mamayame/#download 

【10月】 

定例会10/18(日) 17時～19時30分 

コープミニ東舞子店組合員室 

 

 

 

 

 

 今年、年間計画でお知らせしていた10月の

バスツアー「柳生の里へ行くよ」は残念なが

ら中止しました。その代わり、フードパント

リー（食料支援）をします。 

 今回は奈良市のフードバンク奈良さん、お

てらおやつクラブさんとも一緒に準備し、奈

良市さんと一緒に相談コーナーも用意しま

す。奈良市のひとり親の皆さん、ぜひお越し

ください。（絹） 

▼10月３日（土）14時から16時 

 奈良市はぐくみセンター１階会議室 

 アルファ米など食料品などのお持ち帰り

と相談コーナー 

 

 

 

 

 

 はじめまして。宝塚でも集まりができまし

た。拍手拍手！！ ７月５日に理事長も出向

き、食料品などのお持ち帰りと交流会を開き、

初顔合わせ。 

 ８月23日（日）には野外交流会として「ひ

らかたパーク」のプールに行きました。Ｖ６

の岡田准一さんが「園長」のあの「ひらパー」

です。お天気が良すぎましたが、熱中症にな

ることもなく、楽しく無事に実施することが

できました。 

 

 

 

 

今後の予定 

奈良 

宝塚 

10月にフードパントリー 

ひらパーで交流会 
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大阪府立大学教育福祉学類 

    家族社会学のオンラインゲストスピーカーを体験して 

 毎年、大阪府大家族社会学の授業にゲストスピーカーとして呼ばれてシングルマザー

の現状や課題についてのお話をさせていただいているのですが、今年は授業はすべてオ

ンラインということでレジメと写真にセットして話する原稿を読み上げるという方法で

しました。例年と違い、目の前に学生さんがいない状態で授業をするというまさに無観

客ライブ？（偉そうですね。） 

 私の緊張した話を聞いて見て下さった学生さんからは「日本はまだまだ標準家族像以

外は認められない、きちんとした支援をしてもらえない社会なのかと憤りを感じこれか

ら選挙に行った時に一市民として意識して調べたい。」「合宿などの体験の話の中で貧困

が子どもの文化的な体験の乏しさにもつな

がっていることがわかりました。」児童扶養

手当現況届の申立書に関する問題にも関心

を持ってしっかり感想を書かれていました。

私も初めての体験で大いに刺激をもらった

オンライン授業体験でした。（絹） 

              頑張って作ったパワーポイント → 

 

 

                  寄稿 

 

 “300日問題”とは民法772条の規定により離婚が成立してから300日以内に生まれた子

供は遺伝的な繋がりに関係なく前の夫の子供であると定められることにより、前の夫の

戸籍にはいることを避けるために出生届が出せず、無戸籍の子供が生じてしまう問題で

す。我が子はこの300日問題により無戸籍でした。 

 前の夫とは、子供ができないことが理由で離婚をしました、。私は子供が出来にくい身

体だったので、子供ができなくてもいいと思っていましたが、前の夫は子供を望んでい

たからです。そこで、お互い話し合いをし離婚をすることが決まり別居をしました。そ

んな矢先、前の夫と別居中にお付き合いをしていた方との間に自然妊娠で子供を授かり

ました。私には20センチを超える子宮筋腫があり筋腫摘出の手術が決まっていて、卵巣

嚢腫と子宮内膜症も合併していたのでまさか自分が妊娠するとは思ってもいませんでし

たが、手術前に行う最終検査で妊娠が判明しました。 

 迷うことなく手術をやめ、子供を産むことを決めたとはいえ、問題は山積みでした。 

 300日問題と無戸籍 
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 その問題のひとつが300日問題です。 

 子供が生まれる前に問題を解決したくても、この戸籍の問題は子供が生まれてから発

生することなので子供が生まれるまでには何も出来ませんでした。 

 何も出来ないまま月日が流れましたが、無事に子どもが生まれました。 

 私は子供の本当の父親に認知をしてもらうことで、子供の戸籍を取得するために“認

知調停”をすることにしました。 

 本来、認知調停は婚姻関係にない父親が子供を認知しない場合に、子や母から認知を

申し立てる裁判ですが、前の夫を巻き込まずに子供の戸籍をとれる可能性がある方法は

これしかありませんでした。 

 子供の本当の父親と入籍をし、裁判所で認知調停の申立をしました。 

 出生届が出せないので、子供の戸籍は出来ませんでしたが、裁判所で戸籍を取るため

に認知調停の手続きをしている証明書をあげてもらい、役所に提出し仮の住民票を作っ

てもらうことが出来ました。 

 住民票があることで健康保険証や、予防接種、児童手当などほとんどの制度は問題な

く受け取ることが出来、保険証があるので郵便局で口座の開設もできました。 

 手探りながらも認知調停をすすめていましたが、子供の本当の父親と度重なる問題が

起き私はシングルマザーになることを決めました。 

 認知調停を取り下げたので子供の戸籍取得が振り出しに戻りました。 

 そして、戸籍がないのでシングルマザーになっても児童扶養手当はもらえませんでし

た。当初は、出生届を提出したら良いと言われていましたが、戸籍以外の必要書類を揃

え窓口に行くとやはり戸籍が必要だとのことで戸籍ができるまで児童扶養手当の申請を

保留にし戸籍ができたら申請日まで遡って支給してくれることになりました。とはいっ

ても、法律の知識がない私には戸籍を取得するのにどれぐらいの時間がかかるのか全く

想像がつきません。 

 今の法律では母親からの訴えのみで子供の父親を否定するのは困難だったので前の夫

に協力を頼み「親子関係不在確認」の調停をすることにしました。裁判所に調停の申し

立てをし、一回目の調停で双方が親子関係を否定しましたが、ＤＮＡ検査が必要という

判決が出ました。10万円もかかる法的に有効なＤＮＡ鑑定を前の夫、私、子供が受け、前

の夫と子供の親子関係が否定されました。 

 申し立てをし、調停、ＤＮＡ採取、鑑定、判定、異議申し立て期間などひとつひとつ段

階を踏むのに数週間ずつ時間がかかっていきます。私の場合、前の夫が全面的に協力を

してくれたので調停やＤＮＡ鑑定もスムーズに進みましたが判決が確定するまでに半年

はかかりました。それでも、目標としていた１歳のお誕生日までに無事戸籍を取ること

ができほっとしています。（W） 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

５月25日（月）北新地料理人交流会さんからマスクを

いただく。ＴＶ大阪さんの取材 

５月27日（水）ＴＶ大阪放映「やさしいニュース ひとり

親家庭が困窮！ 新型コロナで減る収入 母親が激白」 

尼崎 トレピエ前でおてらおやつクラブさんからの食品

（果物、お菓子）を分配。 

６月２日（火）食料品配達の配送業者を探しにいく。 

クオカードを購入。 

６月３日（水）ニュース60号発送業務。 

６月８日（月）川西市社会福祉協議会へ同行支援 

（緊急小口貸し付け資金と食糧支援の手続きなど） 

６月10日（水）ひょうごコミュニティ財団のオンラインセ

ミナーに参加 

６月12日（金）コープこうべへ食糧支援物資（米200キ

ロ、カップヌードル240個、切り餅35キロ）を取りにいく。 

ACTJAPANさん来所（クロス100枚と寄付のお申し出） 

相談電話 

６月14日（日）全国協議会ズーム会議 

６月17日（水）食料品発送作業。読売新聞さんが取材。

北新地料理人交流会さんからいただいたコーンの缶詰

を尼崎のこども食堂さんにお分けする。 

６月19日（金）相談電話 

６月20日（土）全国協議会ズーム会議 

６月2１日（日）尼崎おしゃべり会。神戸おしゃべり会。 

６月25日（木）朝日新聞さん取材 

６月26日（金）相談電話 

６月27日（土）～28日（日）シングルマザーサポート

団体全国協議会全国ズーム会議 

７月３日（金）相談電話 

７月５日（日）宝塚のグループさんに食料支援物資を

持って行く。 

７月11日（土）明石 おしゃべり会 

７月12日（日）尼崎ＢＢＱの打ち合わせ会 

７月13日（月）ＮＨＫ大阪さん取材 

７月15日（水）大阪府立大学オンライン授業の録音作

業（田間先生来所） 

７月17日（金）相談電話 

コープこうべさんへ長友企画の注文 

７月20日（月）尼崎市役所に児童扶養手当の臨時特

別給付金について聞きに行く。 

７月25日（土）学習支援活動（大淀コミュニティ） 

７月26日（日）神戸しあわせの村でＢＢＱ 

７月31日（金）相談電話。飲食業者、食事提供で訪問。 

8月1日（土）定例会議 

8月2日（日）尼崎 おしゃべり会 

全国協議会ズーム会議 

8月11日（火）田間先生来所（アンケート統計につい

て） 

8月12日（水）～20日（木）明石 夏のひとり親家庭

総合相談会 相談員として参加 

8月15日（土）学習支援活動（大淀コミュニティ） 

8月16日（日）神戸 定例会 

8月23日（日）宝塚 ひらパーで遊ぼう 

8月25日（火）アルファ米が届く 

 

 

 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 



明石 

『準備しよう！ 知っておきたい教育費のこと』 

 

 

 

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・・・9月20日（日）、10月18日（日）、11月15日（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） 

神戸・・・9月20日（日）、10月18日（日）、11月15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） 

奈良・・・10月３日（土）14～16時 奈良市はぐくみセンター（JR奈良駅すぐ） 

     「奈良市のフードパントリー 食品ほか配布と相談会」 

箕面・・・不定期ですので、ご連絡ください 070-6505-2307 

宝塚・・・不定期ですので、事務所へご連絡ください  

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 ９月～11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。 

 

西宮 シングルマザーズ・カフェ 
キッザニア甲子園の招待券 

プレゼント 
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