
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2020年 12月 1日 

Vol.62 

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 



2 

 

  

 11月24日(火)､東京・衆議院第１議員会館で『シングルマザー団体全国協議会院内集会 コ

ロナの影響で収入が減った！仕事がない！このままでは年を越せない！ コロナ禍にひとり

親世帯の子どもたちの現状と支援の拡大を』に参加しました。 

 主催は昨年７月にシングルマザーの声を政策に反映していこうと立ち上げられた「シング

ルマザーサポート団体全国協議会」（全国26団体が参加、しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関

西も加入） 

 昨年は、未婚のひとり親への寡婦控除税制適用を訴え改正を実現することができました。

今年、新型コロナ禍はひとり親に大きな影響を与えました。仕事が減り収入が下がった、学

校給食がなくなり、食糧支援をしてほしいという電話やメールに応え、米、カップ麺、餅、

ヌードル、お菓子、マスク、クオカードなどを届けました。多くの方の温かいご寄付も頂き

ました。 

 ひとり親世帯臨時特別給付金はひとり親にとって嬉しい現金支給ですが、職場を解雇され

たシングルマザーの現実はそれを超えるものです。私たちは困難を抱えるシングルマザーの

声を政策に反映してもらうために以下のテーマに沿って各地から参加、あるいはオンライン

で国会議員さんに訴えをしました。 

 

 院内集会では以下のテーマを取り上げました。 

〇ひとり親世帯の臨時特別給付金の再度支給など 

 コロナ禍の支援を 

〇児童扶養手当の窓口の改善を 

〇就労支援施策の拡充を 

〇別居中のひとり親家庭への支援を 

〇児童扶養手当の大幅拡充を 

〇養育費の不払い解消を 

〇共同親権制度導入はストップを 

〇教育費の支援の拡充を 

 

 関西からは「児童扶養手当の窓口ハラスメントの実態と改善を！」をアピールしました。 

ひとり親家庭が年に１回役所の窓口に行き、児童扶養手当を次年度も継続して支給してもら

うための書類（現況届）について窓口がプライバシーを侵害しているという問題です。 

 『新型コロナウイルスの影響によるシングルマザーの就労・生活調査(認定ＮＰＯ法人しん

シングルマザー団体全国協議会衆議院院内集会 

コロナの影響で収入が減った！ 仕事がない！ 

このままでは年を越せない！ 

コロナ禍にひとり親世帯の子どもたちの現状と支援の拡大を 
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ぐるまざあず・ふぉーらむ調査）』によると窓口で「事実婚状態にあるのか」の質問で20％以

上のシングルマザーが口頭や書面でチェックされたと回答。 

 又「妊娠しているか聞かれたか」の質問では５％～10％のシングルマザーが口頭や書面で

チェックされた。と窓口ハラスメントを受けている。この結果「役所の児童扶養手当の窓口

は困ったときは相談できる場所だと思うか」の質問では どちらかといえばそう思わない

25％ そう思わない40％と３分の２以上のシングルマザーが不信感を持っています。そして

「役所の児童扶養手当の窓口は嫌な思いをしたり屈辱的な扱いを受けるところだと思うか」

の質問でもそう思う 10％ どちらかといえばそう思う 20％と３分の１のシングルマザー

が抗議の声を上げています。これは、実際に窓口で嫌な思いを受けたリアルな声です。 

 2018年大阪府Ｈ市で現況届で妊娠の有無を確認するという考えられない人権侵害の対応が

なされ、抗議の申し入れや厚労省からの「プライバシーに配慮するように」という事務連絡、

指導が入ったにも関わらず、翌年も妊娠の有無確認、事実婚確認など同様なプライバシー侵

害が明らかになり、シングルマザーから「こんな思いをするのは嫌だから受給をやめた。」と

いう悲痛な声が上がっています。受給者の声を反映した児童扶養手当の窓口対応マニュアル

作成を強く要望しました。 

 

 『ひとり親世帯の臨時特別給付金の再支給、緊急小口貸し付け資金』では臨時特別給付金

は大変有り難く滞納していた支払いができたという家庭もあるが、コロナが長引きひとり親

世帯の困窮度は更に深刻な状態になっている、12月は児童手当も児童扶養手当もない月なの

で年内にもう一度、臨時特別給付金の早急な支給をお願いしたい。又、緊急小口貸し付け資

金も償還免除の条件がわかりにくいことや12月末までの期限を延長してほしいという訴えが

富山のＮＰＯ法人えがおプロジェクトさんから発言が在りました。 

 

 静岡のシングルペアレント101さんからの『養育費の不払い解消を』では別居親の義務であ

る「養育費と子の権利である「面会交流」がセットとして議論されないよう、２つをきちん

と切り分け、子どもの養育環境の改善のためにマイナンバーの活用による取り立てや立替払

い制度の導入をしてほしいという訴えがあった。又、共同親権になれば一生、夫の奴隷にな

り離婚の意味がなくなり危険であるというプレシングルマザーの悲痛な叫びが訴えられた。 

 その他、就労支援施策の充実や子どもの教育支援、別居中のひとり親への支援策の課題、

安心安全な面会交流について、生活保護制度の要件緩和など当事者からの生の発言、オンラ

イン映像が続きました。 

 出席されていた国会議員さんからは「せっかくの経済政策が届いておらず、シングルマザ

ーの心が折れている。」「仕組みを作ったがどう運用されるか課題。」と実現に向けた前向きな

発言がされた。 

 最後にシングルマザーサポート団体全国協議会代表の赤石さんより、コロナ感染拡大のお

り、どうか「ひとり親世帯の臨時特別給付金の再支給」をお願いします。と公的支援の必要

性を訴え、院内集会を終わりました。(絹) 
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         私はこのようにして緊急小口貸付資金や 

ひとり親世帯の臨時特別給付金の追加給付を得ました！ 

▼ひとり親世帯臨時特別給付金の追加給付金 

 ひとり親世帯臨時特別給付金の案内を、しんぐるまざあずで教えて貰いました。６月

に児童扶養手当を受給してなかったことと、就業できてなかったので対象外かと思い込

んでいましたが、いただいた案内を見て、ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター

に電話して現状を話したら対象の可能性があるので、市役所に行くように言われました。 

 児童扶養手当を支給している課を訪ねて現在の状況を話すと、就業してなくても対象

の可能性はあるので、別室で詳しく話をするよう言われ、上階の会議室に案内されまし

た。エレベーターが付くと、会議室の前で職員さんが待っていて部屋に案内されました。

会議室で２人の職員さんが聞き取りし、紙に控えて、少しお待ちくださいと衝立の奥に

いる上司らしき男性に話をし、しばらくして戻ってきました。用紙２枚に記入するよう

に言われ、２人の職員さんと一緒にその場で記入しました。収入である養育費の証明が

いると言われたので、児童扶養手当の申請の為に提出したばかりだと伝えました。 

 受け付けはしてもらえましたが、これから審査なので疑問な事があると電話があるか

もしれない、対象と認められたら通知がいきますと言われ、先日、支給決定通知が届き

ました。基本給付はもらえませんでしたが、事情を知って下さってるスタッフの方にも

対象と思うと言って貰い、手続きに行ってよかったです。（兵庫県在住 Ａ子） 

▼ひとり親世帯臨時特別給付金について ～追加給付も出ました～ 

 当団体のホームページでも告知中の「ひとり親世帯臨時特別給付金」。もう皆さんは申

請されましたか？ 

 私は、児童扶養手当更新時に追加給付について、市役所から説明を受けたのですが、

「対象外だと思います」と言って申請せずに帰ってきました。しかし、その後山口さん

とお話をさせていただき「もしかしたら対象かも？」と気になり、役所に問い合わせを

してみました。すると、対象になる可能性があるという回答でした。 

 書類等、大変なのかな？面倒かな？と思いましたが、１枚の紙のチェック項目に自己

申告するだけであっさりと提出は終了でした。書類は市役所のホームページからダウン

ロードできましたので事前に記入。窓口へ提出し、結果は1か月くらいかかると言われま

した。（役所の方も受付はしますが、その後はよく分からないんですと言われていました） 

１か月くらいして、受給決定の書類が郵送させてきました。同時に振込もされていまし

た。５万円、大きいです！！ 

 私の場合、コロナ禍であっても、職場から休業要請はありませんでした。ただ、昨年

と比べて残業がゼロになりました。パート収入ですので、気がつかないうちに収入減に
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なっていました。仕事は休んでないから、対象外？・・・いや、もしかしたら対象かも！？ 

申請締め切りは着々と迫っています。気になった方は、問い合わせの電話だけでも役所

にかけて聞いてみてください。ちなみに、厚生労働省の電話はつながりにくいです・・・。 

 私は今、有給使ってまで市役所に申請に行って本当によかったと思っています。（児童

扶養手当更新時に申請していれば・・・と後悔）(;^_^A 

※補足ですが、申請に行き、ご家族と同居のため収入オーバー、対象外と言われた上、

プライベートなことを根掘り葉掘り聞かれて不快な思いをされたシングルマザーの方も

おられます。役所の方はマニュアル通りの対応なのでしょうが、せっかく足を運んで申

請したいと思われている気持ちも理解していただけたらと思います。せっかくの制度な

のに、こういう対応は残念です！！（T） 

▼緊急小口貸付資金 

 私は１歳半の息子と二人暮らしのシングルマザーです。 

 コロナウイルス流行前までは、子連れでできるイベントスタッフなどしながら、生活

費を稼いでいましたが、緊急事態宣言後、一切の仕事がなくなり収入が途絶え困ってい

ました。しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西のスタッフさんが、国による緊急貸付に

ついての制度を紹介してくれ、市内の社会福祉協議会まで同行してくれ、20万円の貸付

を受けることができ、余裕をもった生活が出来るようになりました。その後も、総合貸

付の制度をうけ、３ヶ月間、継続支援を受けることができました。このような制度があ

ることを知らなかったし、知っていても個人ではとても行く勇気がなかったと思います。

誘導し、同行してくれたスタッフさんのおかげで、安心した生活ができています。（M） 

 

 

 

子どもの安心安全のために 養育費や親権制度の議論のいま 

赤石千衣子さん（NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事長） 

金澄道子さん（弁護士）のお話を聞いて 

 11月１日、オンラインによるしんぐるまざあず・ふぉーらむの講演会に参加した。現在、

国会では家族法関係の改正について審議されているが、私は特に共同親権の導入には危惧を

感じている。日本では父母の婚姻中にだけ「共同親権」が認められており、離婚すると父母

のどちらかが「親権者」となる。法務省は共同親権を導入することで、離婚後も両親がとも

に子育てに責任を持ち、親子がきちんと面会交流を行うことで、子どもの健全な成長をはか

りたいというのだが。 

 コロナ禍で、食べ物がなく水でしのいでるなどの声を聴きながら事務所に食料などの支援

物資が届き始めたころ、「共同親権の議論」が議員のあいだでされている話を聞いていた。な

んでこんな時に、と思ったのはわたしだけだろうか。いや、みんな忙しくて考える時間もな
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かったというのが、ほんとのことだ。当事者なのに。 

 共同親権は必要か 

 だいたい、普段から共同親権が必要だとおもっているような母子がまわりにいない。共同

親権―こんな話があることをもちだしただけで、母親も子どももびくつくのだ。 

 神原文子さんの著書「子づれシングルの社会学」で厚生労働省が公表している「全国ひと

り親世帯等調査結果報告」や数々のアンケート実態調査を解読していただき、ひとり親世帯

になった理由が「離婚」母子家庭79.5%、父子家庭75.6％。母子家庭で「養育費を受給してい

る」のは24.3％、平均受給額はわずか43,707円となっている。私のまわりの状況と違和感が

ない。こんな実態で、共同親権を論議するとはいったい何が目的なのだろうと考えこんでし

まう。私は「多様な家族のかたち」が認められる社会が住みやすいと思うし、親の権利より

子どもへの大人の義務、子どもの意思の尊重が大事だと普段から思っている。 

 プレ離婚では、親としての義務を果たしてこなかった男（母子家庭のほうが父子家庭より

圧倒的に多いのであえて男といっているがそうでない場合もあるのかもしれないとは思う）

が、親として子どもに親権を要求してくるかを心配している。離婚までおもいつめるのは同

居が子どもに悪影響をあたえるから別居を決意すると考えてもらいたい。主婦である母と子

にお金をあたえず家を男親に出てしまわれると、生活できなくなる。相談にこぎつけても、

支援を受けるためには、戸籍上の離婚をしないと住居・医療・児童扶養手当などの最低限の

公的支援もうけられない。第３号被保険（主婦）であったのに、いきなり国民年金保険料を

払う第1号被保険者になる。仕事に就くことができても、厚生年金保険料の重圧に苦しむ。国

際的な流れに沿うといわれても、共同親権を扱うには早すぎる「日本の母子の経済的基盤の

不整備」がある。 

 共同親権を導入するなら 

 金澄弁護士は、共同親権制導入のための前提として、「当事者支援の仕組みと、紛争が生じ

た際の裁判所のコントロールが必要」で、これらの仕組みがないと、共同決定の際、力の強

いものにひきずられてしまい、子の福祉に沿わないおそれがあるとして、各国の丁寧な、母

子に配慮した前提となるとりくみが紹介された。 

 オーストラリアでは、2006年の共同親責任法の制定にあわせて、「家族関係支援センター」

（全国65カ所）創設等、莫大な予算で裁判外の合意形成・家族関係形成支援を大幅に拡充、

成果の検証作業くアップデート、ドイツでは裁判所・少年局による専門的機関の紹介、裁判

所・弁護士・少年局・心理相談所の協働モデルの実践、アメリカ（フロリダ州）では、離婚

前に裁判所内での監督付面会交流の実施、裁判所にファミリーコートサービスの部門の設置、

離婚後の紛争解決のために有償で共同監護調整者制度を創設、韓国では、家庭法院（家庭裁

判所）が委嘱した相談員による10回までの無料相談、法院内に面会交流センターの設置、養

育費履行管理院の設置などの仕組みが用意されての共同親権制導入だ。 

 共同親権制度は、外国では子どもの安全が１番、子どもの保護を優先しているそうだ。日
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本では拙速で稚拙な共同親権導入論議。家族法の中で今、論じられているとしたら、こわい。

それよりまず、女性の生きづらさ・子どものいきづらさの現場の声をきいてもらいたい。（D.M） 

 

 

 

 

 

   Ｙさん裁判報告                             10/1 京都地裁 

次回、京都地裁、12月24日14時から被告側の国・京都府の反論がなされる 

 10月１日（木曜日11時から）、京都地方裁判所に傍聴に行きました。 

 京都府に対して「児童扶養手当支給停止処分取消請求権事件」（令和元年行ウ）1２号 

の訴えをＹさんが起こされている（2019年7月末から）。公判は５回目になった。 

 これで結審前の最終弁論と思いきや、次回もあり、12月24日14時から被告側の国・京都府

の反論がなされる。(裁判官も、争点はすでに審議つくされたんじゃないのという雰囲気) 

原告のひとり親のＹさんは、障害基礎年金を受けるようになって、子ども加算が付き、児童

扶養手当が支給停止になった。障害基礎年金と児童扶養手当の併給がひとり親の障がい者に

はできないこと、これに対し、障がいがあって結婚している両親には、その障害基礎年金の

子ども加算と児童扶養手当の差額を支給される（平成26年12月改正から）当然、ひとり親の

Ｙさんも、子ども加算との差額を支給されるはずである。結婚しているか、ひとり親かで差

別されるのはおかしいと京都地裁に訴えられた。10月1日の原告側弁護団（弁護士６人）の弁

論の趣旨は、３つの観点が提示されていた。傍聴人20人以上の大法廷内、緊張感ハンパない

なか、憲法に保障された平等権の侵害、障がいのあるひとり親への差別、生存権の侵害であ

ること。女性・障害・ひとり親という社会的ハンディが複雑に絡み合った点を解きほぐして

論証されていた。しかし、国は、まだ「反論する」余地ありということで、次回が最終にな

り、結審かな？ 

 皆さん、どうか傍聴に来てくださいね。傍聴希望者は、12月23日までに事前にしんぐるま

ざぁず・ふぉーらむ・関西の事務所にメールで連絡して下さい。 

なお、Ｙさんの裁判闘争があって、厚労省は、すでに、ひとり親の障がい者も、2021年３月

から障害基礎年金の子ども加算と児童扶養手当の差額を支給されることに法を改正している。

該当する人は、児童扶養手当の窓口に申請に行ってください。 

しかし、Ｙさんの裁判は、「児童扶養手当支給停止処分取消」を求めているので、支給停止さ

れたことの不当性・差別性を国が認め、停止されたことが撤回されなければならないのだ。 

（枝村） 
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ご支援ありがとうございます！ 

 コロナ禍、第３波感染拡大！ 厳しい就労・生

活状況にひとり親世帯はみまわれています。 

 その中で、おてらおやつクラブ様、京都のＭさ

んグループ、他に個人の方々等のお菓子やカップ

メンなど食品、お米など、継続してご支援いただ

きありがとうございます。特に重点的に支援を要

するひとり親世帯に対してお送りさせていただ

いています。 

 またこの間、カンパのご好意を多数の方からい

ただきました。ありがとうございます。 
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 10月11日（日）、尼崎おしゃべり会の野外

活動で神戸フルーツフラワーパークに行き

ました。 

 美味しいりんごの選び方、取り方を教えて

もらい、取ったりんごは食べ放題。といって

も１個食べたらお腹いっぱいでした。 

りんご狩りの後、食事して足湯、遊園地、モ

ンキショーで遊び、よく動きました。 

BBQもあるし、来年はブドウ狩りもした

い！！という声も、、、 

 帰りの電車の中もテンション高かった子

どもたちでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それから２週間後の25日、尼崎市女性セン

ター・トレピエで「離婚をめぐるお悩み（養

育費、面会交流、婚費など）を解決しよう！」

セミナーを開催しました。 

 これは８月のおしゃべり会で離婚調停中

のママたちからのリクエストがあったため、

弁護士の先生を呼

んで開催。参加者

が何を聞きたいか

事前にお聞きして

セミナーを進めて

もらいました。 

 個人個人で課題

とすることは違い

ますが、離婚調停中のママたちにとって具体

的なアドバイスをもらいました。 

 セミナー終了後、ママたちで交流会をして

食糧分配もしました。 

＊ 

 11月のおしゃべり会ではメンバーも増え

トレピエの隣の大井戸公園にもでかけ交流

したり、子どもたちは遊具で遊びました。こ

こ数カ月で新しいメンバーが増えライン交

換もしました。（絹） 

 

 

 

 

 

 ９月27日（日）ウィズあかしで明石市ひと

り親家庭交流事業 『準備しよう！ 知ってお

きたい教育費のこと』開催しました。 

 講師は東京のしんぐるまざあず・ふぉーら

む理事の丸山裕代さん（社会福祉士・産業カ

ウンセラー・キャリアコンサルタント）。15

名近くのママたちが、自分のライフプランを

立てることの大切さ、教育費をどう準備した

らいいのか、ワークシートに書き込みながら

具体的に学びました。 

尼崎 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

リンゴ狩りへ 

知っておきたい教育費のこと 

明石 

離婚をめぐるお悩み解決 
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 今年度から始まった高等教育修学新制度

や給付型奨学金などは関心が高く、質問もよ

く出ました。教育費を準備するためにお勧め

が先取り貯蓄！ 収入の中から支出して残

ったら貯蓄に回すのでなく、収入－貯蓄＝支

出と考えましょう。できますよ！私もそうし

ましたという講師の力強い体験談がママた

ちの励ましとなります。（絹） 

 

 

 11月21日（土）、明石ひとり親家庭交流事

業の「おしゃべり会」に参加させてもらいま

した。今日のテーマは「短所を長所に変える

ワークショップ」。 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれが自分の短所を発表し、その事に

ついて、ポジティブな感想を書き出します。 

「優柔不断なんです」は、→「人に対して優

しさがある。柔軟な考え方ができる。」 

「頑固なんです」は、→「決断力がある。責

任感がある。どんな事からも逃げない」 

 短所だと思ってた自分のことが、瞬く間に

長所に！ 

 こうやって自分の事を分析して、自己覚知

をしていく事で、相互理解が生まれます。 

一人で抱え込まず、オープンにしていく事が

大切なんだと改めて気付きました 

 そして、帰り際に、炭治郎のバッチをいっ

ぱいつけた真っ直ぐな男の子を見て、微笑ま

しく思いました(^^)（M.M） 

 

 

 

 

 

 10月３日（土）、奈良市はぐくみセンター

で “フードパントリー（食品配布）と相談

会”を開催しました。60人のシングルマザー

が参加されました。これは奈良市さんとフー

ドバンク奈良さんとしんぐるまざあず・ふぉ

ーらむ・関西のコラボ企画です。 

 備蓄用のアルファ米、リッツ、ビスコ、そ

してジュースやレトルトカレー、チョコレー

ト、カップ麺、カロリーメイトなど沢山の食

料品のプレゼントにシングルマザーの顔も

(^^)。 

 アンケートには「日頃、買えない子どもの

お菓子があり、子どもが喜んでいて有難かっ

たです」、「初めてこのような支援を知り、食

品配布、大変助かっています。ありがとうご

ざいます」の声が！ 

 相談事業では就業相談には奈良県スマイ

ルセンター（母子家庭等就業・自立支援セン

ター）の相談員さんが、生活相談にはしんぐ

るまざあず・ふぉーらむ・関西のスタッフが

対応してお話を聞きました。 

 奈良市での初めてのコラボ企画ですが、コ

ロナ禍の中で参加者の皆さんから、定期的に

してほしいという声もありました。（絹） 

 

フードパントリーと相談会 

奈良 

おやこ交流会 
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  受付では資料もお渡しし、検温も 

 

 

 

 

 

 11月3日文化の日、５組のシングルマザー

と子どもたちで、池田の五月山動物園へ行き

ました。前日の雨が嘘のよう、五月山はよく

晴れて嬉しかったです。グラウンドの桜の木

の木陰で、皆でお弁当を食べました。そして

早速おやつタイム、簡単な自己紹介など。 

 その後は動物園に行き、ポニーや羊、ウォ

ンバットなど見に行き、エサやりや写真を撮

ったりして楽しめました。他の多くの親子づ

れや子どもたちに交じって、忍者のアスレチ

ックにどんどん上って行き、４歳の子が一人

でどこまで行くのか、ハラハラしながらお母

さんと私が見守って、アスレチックの迷宮か

らひとりで抜け出してきたときは、ほっとし

て、その子の「成長」を確信して、いい日に

なりました。ポニーのエサやりにハマった親

子もいて楽しかったです。 

 コロナ禍でも、野外活動をまた企画出来た

らいいかな。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大阪のクリスマス会は中止です。大阪のコ

ロナが拡大で不安…。どうか、皆さん良いク

リスマスを    （MAMEKO） 

 

 

 

 英検３級合格を目指して学習支援に参加

させていただいていた娘（中３）。だんだん、

模擬試験、月１の学校のテストなど受験モー

ドに突入してきたため、９月の学習会をもっ

て卒業させていただきました。 

 さて、最後の学習支援は、参加者の都合が

合わず、マンツーマン指導になりました。こ

ういう日もあります。でも、ピンチはチャン

ス！？「リスニング対策をしたい」と娘の希

望でＣＤデッキを自宅から持ち込んでバッ

チリ対策していただきました。その光景は試

験会場そのもの！ よいリハーサルができ

ました。(^▽^) 

 さて、試験の結果は…。２度目のチャレン

ジで１次試験（筆記）は合格できたものの、

２次試験（面接・スピーキング）で残念な結

果となりました。１次免除申請ができるみた

いですので、受験が終わって落ち着いたら２

次試験に再チャレンジしたいと言っていま

す。Ｓ先生、いままで本当に、ありがとうご

五月山へ行きました 

大阪 
英語の学習支援について 

https://www.facebook.com/%EF%BC%AE%EF%BD%90%EF%BD%8F%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%97%E3%82%93%E3%81%90%E3%82%8B%E3%81%BE%E3%81%96%E3%81%82%E3%81%9A%E3%81%B5%E3%81%89%E3%83%BC%E3%82%89%E3%82%80%E9%96%A2%E8%A5%BF-413013195560200/photos/pcb.1542003875994454/1541997615995080/?__cft__%5b0%5d=AZX0fRuW_tm5euIFnLLYyP-oFNyfSebq4NiCfiVPCNBZMnF4d8uiN-ZvJtGMUAAQ_mO6sQkYltuZjce31rLHl6dgHGeeYAi1pbSqkxiJL7dp1ZaDPkbmNcp4qA-RScfcfBV1OGg_L43EmGySsmZAcaim&__tn__=*bH-R
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ざいました！！ 

 現在、英語の学習支援は「（前回の）ニュ

ースを見たよ！」と中学生や年長の子供さん

が参加されています。少人数ですが、月１～

２日開催。駅チカでアクセスも良く、分かり

やすく教えていただけますよ！ご興味のあ

る方は、一度見学、体験にいらしてください。

（M） 

 

 

 

 11月14日は12人の参加がありました。新し

い方の参加もあり、調停や裁判についてや、

イライラをどう対処するかや、資格取得して

結果的にいい所に就職出来た嬉しい報告が

ありました。経験された方のお話は具体的で

説得力があり、皆さん時には涙したり笑いな

がら共感し合える場と空気を作って下さる

職員さんに感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 ９月６日、コロナ＆台風と言うダブルパン

チにも負けず、垂水区文化センターで映画会

を無事に開催することができました。 

映画会はCO・OP共済地域ささえあい助成を

もとに、コープこうべの皆さまをはじめ、シ

ルバー人材センターやボランティアさんに

もご協力いただきました。 

子育て世代のママさんやパパさんの他、そ

ろそろ子育てが終わろうとしてる方、おばあ

ちゃん世代の方など…それぞれが色んな視

点から映画を観て、すすり泣く姿も見られま

した。 

子育てという共通のテーマから、人との繋

がりや、助け合う事、支えあうことが大事な

んだなぁと、改めて感じました。 

参加者57名（うちボランティア15名）。 

これからも地域での繋がりをもっと深めて

いきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年、年に一度その時々の自分たちに悩み

や思いに合ったセミナーをしてきました

（2020年コープともしびボランティア財団

助成事業）。今年はオープンな企画にせず、

参加者は７名でしたが、とても良い学びとな

りました！（11月15日） 

 「更年期を健やかに笑顔で乗りきるために 

～女性としての輝きはこれから～」 産婦人

科医の安座間幸愛先生をお招きして、からだ

と心について学びました。「更年期」という

言葉に引っ張られることなく、自分の体の声

に耳を傾けること、未病のうちに対処策を講

じることが大切。先生は近隣の病院でお勤め

だそうですので、強い味方がまたおひとり増

えました。 

 

 

 

 

 

 

 

「ママをやめてもいいですか！？」 

自主上映会 

神戸 

西宮 

更年期を健やかに笑顔で乗りきる 
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【今後の予定】 

 ２月21日（日）14時～16時 こうべ福祉交

流センターにて、「コロナ禍の今、私たちが

できること」と題して湯浅誠さんの講演と地

域で活動されているみなさんとのディスカ

ッションをします。 

 

 

 

箕面はコロナや、職場の忙しさで、なかな

か集まりはもてないですが、個別お茶したり、

メールしたりしています。職場の若いしんぐ

るまざーや友人のしんぐるまざあにお菓子

を分けました。箕面はお２人に届け、今回１

箱だったからすべて分けました。Ｙさんの精

神病院からの退院はなかなか進みませんが、

弁護士を考えています。紅葉狩りで賑やかな

駅前ですが、苦しい生活を強いられている、

まだまだ支援の行き届かないひとり親家庭

に発信していけたらとおもいます。 

＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●８月27日(木)アルファ米発送作業準備（説明書、

伝票書きなど）  

●８月28日(金)毎日新聞記者さん来所、アルファ米

発送作業、相談電話 

●８月29日(土)全国協議会ズーム会議 

●９月１日(火)ニュース61号発送作業、アルファ米

発送作業 

●９月６日(日)神戸おしゃべり会自主上映会 子

育てエンターテインメントドキュメンタリー映画

「ママをやめていいですか？！」を開催 

●９月９日(水)食品発送作業 

●９月11日(金)電話相談 

●９月12日(土)大阪学習支援活動、 

西宮おしゃべり会にアルファ米持参 

●９月1４日(月)アルファ米発送作業 

●９月1５日(火)奈良市フードパントリー受付開始 

●９月18日(金)電話相談 

●９月25日(金)電話相談 

●９月27日(日)明石市ひとり親家庭交流事業「準備

しよう！知っておきたい教育費のこと」セミナーを

開催、全国協議会ズーム会議 

●10月１日(木)京都地裁Ｙさん裁判傍聴活動 

●10月２日(金)大阪市こども子育て支援会議に出

席、電話相談 

●10月３日(土)「奈良市フードパントリーと相談事

業」を開催 

●10月９日(金)電話相談 

●10月11日(日)尼崎おしゃべり会野外イベント 

りんご狩り 

●10月13日(火)シングルマザーの声のまとめ作業 

●10月16日(金) 電話相談 

●10月17日(土)大阪ボランティア協会のオンライ

ンセミナー 

●10月18日(金)神戸おしゃべり会を開催 

●10月23日(金)電話相談 

●10月24日(土)オンラインセミナー「男女共同参画

とＳＤＧＢ」 

●10月25日(日)尼崎おしゃべり会離婚セミナー「離

婚をめぐるお悩み(養育費、親権、面会交流、婚費な

ど)を解決しよう！」を開催。 

●10月30日(金)食糧支援品郵送、電話相談 

●10月31日(土)学習支援活動 

●11月１日(日)オンラインセミナー「子どもの安心

安全のために養育費や親権制度の議論のいま」 

●11月３日（火）大阪おしゃべり会野外イベント「五

月山公園ハイキング」 

●11月６日（金）電話相談 

●11月７日（土）明石市ひとり親家庭交流事業「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」セミナーを開催 

●11月13日（金）電話相談 

●11月15日（日）尼崎おしゃべり会 

神戸おしゃべり会セミナー「更年期について」 

●11月19日（木）関西学院の学生さん４人が来訪 

●11月22日（日）定例会議 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 

 

箕面 

 
前号までの口座番号が間違っていました 

ごめんなさい！ 反省 

 

 



明石 

『子育ての悩みあれこれ、ひとりで抱え込まないで！』 

 

 

 

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20日（日）、２月21日（日）おしゃべり会 13時～15時（第３日曜日） 

     1月17日（日）教育費についてのセミナー 講師：福一由紀さん 

     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） 

神戸・・・12月20日（日）、1月17日（日）、２月21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・・・２月20日（土）13時30分」～15時30分 

     「自己尊重セミナー ～文字から自分を好きになる～」講師：わあきこさん 

     場所：奈良市男女共同参画センター あすなら（奈良市西之阪町12） 

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 12月～２月 

お問い合わせ先  電話：０６－6１４７－９７７１ 

＊日程や内容は変更

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 

女性の貧困・子どもの貧困 
～要因から解決策を考える～ 
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