
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2021年 3月 1日 

Vol.63 

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 

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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 昨年、コロナになってからメールや電話で多くの相談を受けてきました。多くは食糧支援

を求める方が多く、子どもさんの年齢や人数などを聞いて段ボール箱に食料品などを詰めて

郵送してきました。もちろん、食品を送ったら終わりでなく、必ず、お住いの自治体の制度

利用を聞き、児童扶養手当の臨時特別給付金についてのチラシも同封して活用してもらうよ

うにいい、それでだめだったら電話かメールをくださいとお伝えしてきました。 

 相談者の悩みは食料支援だけでなく、最近では「家賃と電気代を滞納している」「入学金が

払えません。助けて下さい」「子供が小学校に入学するが制服も買えていない。時給のパート

で貯金もゼロ」など経済的に困窮しているリアルな声がはいってきます。 

 教育費にお困りの方には、最新の奨学金情報が載っているパンフレットや文科省のサイト

を紹介したり、減収したという方には「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

や児童扶養手当の臨時給付金の追加給付の紹介、住宅困窮の方には、「生活福祉資金の特例貸

付・住宅確保給付金」もちろん緊急小口貸付給付金の案内もしてきました。 

 しかし、しかしだ。 

 こちらとしてもできる限り信頼性があり、最新の情報をお伝えしようと、政府機関（厚生

労働省や文科省など）のホームページを探すのですが、これがはっきりいって難しい。もち

ろん、このホームページを作られた職員さんの仕事には敬意を表します。動画でも懇切丁寧

に説明され、コロナ禍で新しい状況が次々と変化し、それに応じての支援策のアップもされ

てはいます。 

 しかし、しかしだ。さっと見ただけでは理解できないことが多く、相談者の方にそのホー

ムページアドレスをお伝えして「詳しくはここを見てください」としている状態。児童扶養

手当の臨時給付金の方は、様々なケースを聞いてきたので対応も少しはできるようになって

きました。 

 しかし、しかしだ。労働団体の方に「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

のチラシを見せて聞いても 「コールセンターに電話した方がいいですよ」 といわれてしま

います。相談者の方は 「一般論でなく私の場合は給付金がでるの？でないの？」 が一番気

になるわけで、「お住いの自治体の窓口に足を運んで説明をきいてください」とアドバイスし、

社会福祉協議会の電話番号をお伝えする（近畿２府４県）。市役所の場所は市民なら知ってい

ると思うので自分で調べてもらいます。 

 しかし、しかしだ。シングルマザーが実際に窓口に足を運び、給付金の相談をしても窓口

の職員さんがしっかり知っておられないため、適切な対応をしてもらえず、申請を諦めるシ

支援活動を振り返り相談活動から見えてきたこと 
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ングルマザーがいるのも事実。 

 最近、こんな相談がありました。 

「過去に役所、社会福祉協議会から家賃を借り返済が２日遅れたので一度遅れた人は二度と

貸付金を貸してもらえないのです」という相談にビックリ。国の対応は？と厚生労働省のコ

ールセンターに電話すると一般論しか言われず、「細かいことは地元の社会福祉協議会に問

い合わせしてほしい」というので地元に電話すると、「個人的なケースは経過が分からないの

でご本人さんからご相談ください」ということ。しかし、「過去に生活保護を受けて担当者か

らとても厳しく言われて自殺したくなった」という相談者にそれ以上がんばれとは言えない。

近かったら役所や社会福祉協議会に同行支援して抗議したい気持ちでいっぱいになりました。 

 厚労省などが窓口職員向けのＱ＆Ａを出して、想定される様々なケースの対応を書いてい

るが、それがこの混乱の中、どこまで研修されて現場職員に伝わっているか定かでない。言

えることは、これが、せっかく様々な給付金が予算化されているのに申請率が下がり、必要

な支援サービスが当時者に全く届かない要因でしょう。 

 制度は使ってこそ初めていきるもの。昨年秋に参加した、「シングルマザーサポート団体全

国協議会衆議院院内集会」でも、出席された国会議員さんが「せっかくの経済政策がとどい

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」とおっしゃっていたが、そのとおり。 

 

  地域の人材に期待 

 今回、コロナによる生活困窮で生活保護を申請する人が増え、菅総理も最後のセーフティ

ーネットとして使ってくださいと国会で答弁されていました。このことをきっかけに生活保

護のハードルを上げている扶養照会や手続きの簡素化など、改善を求める要望が出された。 

 先ほど書いたように役所の窓口が混乱し、必要な情報などがシングルマザーや生活困窮者

に届かない場合、地域の状況をよく知っている市会議員さんや民生委員さんに活躍してもら

えないでしょうか？ 役所の担当の職員さんから正しいレクチャーを受けてそれを地元で困

っている人に正しく伝え、対応をする。もちろん、個人情報の取り扱いへの配慮や法律的な

決済など公務員でなければできないことはあるかもしれないが、そこは臨機応変な判断をし

て役所の方も地域の貴重な人材を活かすことで申請作業のアップを図ったら？ 

 私たち、民間のサポート団体ももちろん、相談にのるが、「お住いの自治体に相談すれば大

丈夫ですよ。民生委員さんや市会議員さんが頼りになりますよ」 と自信をもって答えたいの

です。 

 困っていてエネルギーゼロなのに、この棘の道の申請作業全般を乗り越えないと助けませ

んよという姿勢はなくしてほしいと切に思います。（絹） 
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 コロナウイルス対策の緊急事態宣言下、参加者は30歳代２人を含む70歳代までの８名で、

できる限りの予防対策を準備しながら緊張して贅沢な学習に集中した時間だった。 

 神原さんの使う名詞「子連れシングル」とは、「＜子どもを養育している＞＜無配偶＞の＜

生活者＞」という意味。こどもが生きること、シングルで生きること、生活を送ること、こ

れを困難にする要因を実態調査のデータを示しながら、要因について分析し、人権を守る立

場から解決策を考えるという中身の濃いお話だったけど、２時間はあっという間に過ぎた。 

--------------------------------------------------- 

 父子世帯より母子世帯のほうが、子ども世代、勤労世代、高齢者世代のどの世代でも貧困

率が高い。なぜか？ 母子世帯の貧困化を「現代日本女性が子づれシングルになる典型的な

ライフコース」にみると、出産後継続就業率は38.3％で、結婚により60％の女性が働きつづ

けられていないこと、第１子出産後にDV、経済的理由などの困難が、福祉政策が行き届かず

増加して夫婦間紛争が起き、シングルになる理由での「離婚」は79.5％である。そのうち、

親権を母親がとるのは84.1％。はたらきつづけられていない女性が離婚してそのうち84.1％

が子どもの親権を女性がとっている。養育費受取は、そのうち24.3％で、養育費未払いでも

罰則はなく放置されていることは問題だ。「養育費未払い」状態の母子は75.7％にもなってい

る。 

 離婚後、再就職できた人のうち、正規雇用等収入300万以上は18.7％、300万未満は25％で

平均305万円。臨時・パート等では200万円未満36.8％で、多くの子連れシングルの実態がわ

かった。無職の人は9.4％。離婚時に「子ども有り率」は、1950年からの統計で57.5％～68.2％

の間でほぼかわっていない。また、「親権」は、1965年を境に妻が全児の親権をとるほうが右

肩あがりに多くなっている。この逆転現象は昔は、「家の子」との観念がつよかった時代から、

多様な家族への変化と見て取れることがわかった。 

 幼いこどもを連れ１日７時間もはたらいても、最低賃金が900円であれば、900円×７時間

×22日で138,600円にしかならない。身を粉にしてはたらき、子どもと共に過ごすこともまま

ならず、腱鞘炎からリュウマチになり、働けなくなり途方にくれた母のことを私は思い出し

た。 

 私のように働き続けられたとしても、子育てを職場から排除する職場の環境には、深く傷

つかざるをえなかった。主婦優遇政策の下、働く女性の子育ては困難を極めた。私の体験上

では、40年前から少子化政策は始まっていたと思う。神原さんの「1985年が女性の貧困元年」

女性の貧困と子どもの貧困 ～要因から解決策を考える～ 

神原文子さん講演会 

西宮市人権同和教育協議会男女共生部会学習会 2021/1/29（金） 
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という実態にあてはまっていた。先月おしゃべり会にきている人の中で、「ひとり親の子育て

を応援してくれる会社」で生き生きと勤めていると話してくれた人がいた。あるんだーとお

もった。やはり、そういう方向に社会は進んでいるのだ。 

 1985年が女性の貧困元年だと話された。農村、自営業、中産階級など個別のグループをタ

ーゲットにした利益誘導政策がとられたのもこのころだとは読んだことがあるが、女性の分

断政策がとられた年でもあったと知った。 

 配偶者特別控除制度や年金の第３号被保険者制度の「主婦優遇制度」が、社会構造に埋め

込まれた1985年。配偶者がいたら税控除があり、国民年金保険料は支払わなくても年金満額

うけとれる、という仕組み。主婦の年金保険料は、夫の会社や夫が払っているのではなく、

それ以外のすべての加入者全体が負担している。「ひとり親」の支払う保険料からも当てられ

ている。これって、離婚への罰金？とおもった。お話をききながら、頭の中は？？？がかけ

めぐる。主婦の時には、支払わなかったのに、離婚したら自分で支払う義務がある。免除や

猶予があるけれど、それを使うと、年金額は減る。 

 子連れシングルが働いて、厚生年金保険料を払えたとしても、国民年金保険料を差し引い

た額にするとか子連れシングルに目を向けた政策を考えてほしい。奈良のひとり親（臨時職

員）の年金講座で厚生年金保険料を給料から強制徴収されて困っている、との話を聞いた。

子連れシングルの年金制度への位置づけを考えてほしい。第４号被保険者とかどうだろう。

住宅募集枠の受付期間にしてもそうだが、他の枠組みが必要なことを常々思っていた。いま

のままでは救われない。主婦優遇政策のおかげで、「働く女性」には子育て時間や子どもの学

校教育に関わる時間などを、会社や社会が配慮しなくても、それが常識であり、あたりまえ

の空気感が支配する社会になってしまっている。講座の参加者の人が、言うには「授業参観

に行ったら主婦ばかりなので、女性の分断差別だとおもった。」わたしも、はっと気が付いた。 

 講演では、「子連れシングル女性の被差別の実態について、「重複差別」「複合差別」「重層

的差別」「多重差別」について図表と事例の話を聞き、ひとり親になった経緯に部落差別と性

差別が関係している重複差別の事例が少なくないことの話があった。 

 あとの質問の時間では、しんぐるまざーず・ふぉーらむ・関西の山口さんから、コロナ禍

の子連れシングルの状況の話があったことについて、まだまだ食料がたりていない電話相談

が増え続けていること、給付金が今後も必要だとの話、最低賃金1200円でもまだ足りないと

の問いがあり、みんなで受け止めていった。 

 神原さんは、「生活苦を、個人の問題として引き受けない事、言い換えれば、もっと努力し

さえすれば、生活苦から脱することができると考え思いつめない事、権利意識と誇りを持つ

こと」が大切だと呼びかけられ、その通りだとおもった。また「すべてのひとり親家族を包

摂する社会モデル」への道をしめされ、ぼんやりとその方向に顔が向いている。（D.M） 
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 12月24日（木）、京都地裁にて「児童扶養手当支給停止処分取消請求権事件」(障がいのあ

るシングルマザーの訴訟)が、ついに結審。 

 Ｙさんは、障害基礎年金を受け取れるようになって、子ども加算が付いた。しかし、児童

扶養手当が支給停止になった。これに対し障がいがあり、「結婚」している世帯には、子ども

加算と児童扶養手当との差額が支給される(平成26年12月の年金改正による)。 

 この裁判の影響を受け、厚労省は、児童扶養手当法の一部改正を行った。(令和３年３月分

から差額支給、６月30日までに申請必要。それ以降は申請できるが遡及はない） 

 今回の結審では、国側は、この法改正以前の取り扱いが「不合理」とは言えない、制度の

更なる拡充であり、法改正は国の「裁量の範囲内」などと述べた。これは不合理な差別であ

り平等性を侵害したものであるというこちらの弁論をかわす意図が明らかであった。次回判

決が出る。ぜひ傍聴に来てください。 

 Ｙさんは、毎週水曜日午後に京都府庁前で支援者の方々と座り込み抗議されてます。 

ご支援おねがいします。（枝村） 

   ♥次回 2021年 4月 16日金曜日 13時 15分判決 京都地裁 

 

 

 

 

 

Ｙさんからのお手紙 

私は４人の子供を育てるシングルマザーです。 

７年前に身体障害者になり私の生活は一変しました。 

障害年金の受給が決まった途端に児童扶養手当が打ち切られたのです。 

これが両親のいる家庭なら児童扶養手当も障害年金も貰えるとのこと。明らかな差別だと思

った私は裁判を起こしました。 

ですが、その裁判の最中に法律が改正され一人親にも一部支給が認められたとのことで納得

の行かない形で裁判が終わろうとしています。何故なら結婚していれば全額支給なのに対し

て一人親は一部支給だからです。どんな家庭であっても家庭は家庭です。 

それを親がいる、いないで支援内容が異なるのは本当に差別としか言えません。 

どんな家庭の子供であっても子供であることに変わりはありません。 

どうか、すべての子供達が健全に成長出来るように宜しければ力を貸してほしいです。 

児童扶養手当支給停止処分取消請求権事件 
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 11月７日（土）あかしこども広場で明石市

ひとり親家庭交流事業でセミナー 「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」 を開

催しました。 

 講師は徳永桂子さん（ウィメンズネット・

こうべ、思春期保健相談士）。学校など様々

な現場で子どもたちと関わってこられた体

験から参加者のお母さんたちを生徒に見立

てて授業され、そこでの学びを親として自身

の子育てに活かしていくという内容でした。 

 手作りの布の女性器や男性器の模型や人

形を用いた説明は分かりやすかったです。 

お母さんたちが多少緊張され「学校ではここ

は笑うところですよ。」という場面も。本当

に親世代が性教育を受けそこなっていたこ

とがよくわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月13日（日）明石市のウィズあかしで明

石市ひとり親家庭交流事業 「親子で楽しむ

クリスマス会」を開催しました。毎年、ケー

キやピザづくりなど親子クッキングをして

きましたが、今年はコロナ禍の中、違うお楽

しみが提供できました。 

 地元明石で活躍されている小黒まどかさ

んのグループによるバラエティー豊かなパ

フォーマンス(紙芝居、身体表現、ヨガ、表

現アート、ダンス、制作活動、楽器演奏など)

で全身を使って遊び、親子ともたっぷり楽し

むことができました。 

 ママたちだけの交流会でトークタイムの

後、子どもたちは

クリスマスプレ

ゼントをもらい、

にっこりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明石 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

思春期の子どもの性教育 

クリスマス会 
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 ２月７日（日）明石市のウィズあかしで明

石市ひとり親家庭交流事業「子育ての悩みあ

れこれひとりで抱え込まないで！」を開催し

ました。講師は濱田格子さん（元姫路大学教

育学部特任講師、認定NPO法人子どものみら

い尼崎理事長）。コロナ禍の中、感染予防を

万全にしてセミナーを取り組みました。参加

者のママたちから、我が子の子育てで今、悩

んでいることがだされ、講師から具体的なア

ドバイスを織り込みながらセミナーが展開

されました。仕事探しの不安や学童保育のこ

と、小学校入学時の戸惑い、子育てと仕事の

両立などひとり親でなくてもぶつかるが、悩

みが積み重なるというママたち。 

 自分一人で判断して子育てをできるとい

う自由、メリットもあるので明石市の公的サ

ポートも十分活用しながら子育てをしまし

ょうとエールをもらいました。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12月５日（土）奈良市男女共同参画センタ

ー“あすなら”でクリスマス会を開催しまし

た。冒頭、挨拶で低所得のひとり親に給付金

の再支給が決定したことを報告するとお母

さんたちは大喜び。拍手、拍手、拍手。クリ

スマスプレゼントですね。 

 コロナ禍で毎年恒例のケーキ作りはでき

ませんでしたが、バルーンアートショーに子

どもたちは大喜び。ママたちのトークタイム

も盛り上がリました。コロナ禍で万全の体制

を取りながらも皆さんの協力で楽しくクリ

スマス会ができてよかったです! 

 今月は、クリスマス会が各地で３つありま

す。今日がスタートで、サンタさんは大忙

し!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良 子育ての悩みあれこれ 

クリスマス会 
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 ２月20日（土）奈良市男女共同参画センタ

ー“あすなら”で「自己尊重セミナー ここ

ろじから ～文字から自分を好きになる～」

を開催しました。講師は、わあきこさん。 

講師が考案したカードから好きな言葉が書

かれているカードを選び、なりたい自分をイ

メージしながら自分の名前を描く「和遊字」

を体験しました。筆ペンで書く自分の名前が、

ドンドン自由に遊び、おしゃれ（？）になっ

ていくので、はまってしまいました。 

 奈良市の2020年度ひとり親家庭等生活支

援事業は本日で終了です。 

 来年度をどうしようか？ さらにバージ

ョンアップ出来るように市の担当者さん、シ

ングルマザーの皆さん、関西のスタッフで知

恵を出しあいました。コロナ禍でも工夫次第

で親子が楽しめるアイデアがありそうです。

決まったら、奈良市の市民だよりに掲載しま

すね。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 尼崎は新しいメンバーも増え、セミナー、

イベント、食料支援、学習支援と大忙しでし

た。 

 12月20日（日）クリスマス会をしました。

ケーキを取りに行き、会場の中をモールなど

でクリスマスの飾りをしました。子どもたち

のセンスでナイヤガラの滝のような飾りつ

けができましたよ！ テーブルと椅子のセ

ッティングもでき、お菓子、飲み物もそろい

準備ＯＫ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ禍で大変な１年だったけれど、元気

に過ごせてシングルマザーの友達もいっぱ

いできて良かったねとスタート！ 参加者

からの出しものでまず、フルートとバイオリ

ンによるディオで♪きよしこの夜とエーデ

ルワイス♪が演奏されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文字から自分を好きになる 
尼崎 

クリスマス会 

▼私は私、しあわ

せになろう、これが

私の人生だから、

経験は力、ぼちぼ

ちいこう、ええねん 

などなど、先生の

素敵な字のカード 
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 始めてフルートに触れたＭちゃんが短期

間で練習した腕前を披露！そのあと、子ども

たちによる出し物（けん玉と手品の披露）が

あり、子どもの熱演にみなさん拍手喝さい♪ 

 ケーキやお菓子を食べながら交流会をし

た後は、おてらおやつクラブさまからいただ

いたお楽しみのプレゼントもありました。 

 低所得のひとり親に支給される給付金の

再支給も大体の市で年内支給がきまり、これ

がママたちにとっての最高のクリスマスプ

レゼントでしたよ！ 

  

  

 １月17日（日）尼崎市立女性センター“ト

レピエ”でセミナー「準備しよう！知ってお

きたい教育費」を開催しました。 講師はフ

ァイナンシャルプランナーの福一由紀先生。 

11人のお母さん達は大変熱心で、メモをとっ

て学ばれていました。給付型奨学金制度が今

年かなり、拡充されたことや教育費の積立と

して「低解約返戻金型保険」がお得であるこ

とも学びました質問もシングルマザー独自

の内容で皆さん、うなずく姿がありました。

セミナーの後はおてらおやつクラブ様から

いただいた 食料品をわけていただきました。 

別の団体様からアルファ米もいただき、それ

も皆で分けました。他市からシングルマザー

が車で運んでくれました。本当にありがとう

ございます。シングルマザーでもっと大変な

人、情報がとどいていないママたちにも食料

品がとどくようにしたいという提案もあり

ました。さぁ、やることいっぱい！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ２月21日（日）に尼崎市女性センター“ト

レピエ”で２月のおしゃべり会をしました。 

 大阪府の危機管理室さんから備蓄のアル

ファ米と水を沢山いただき、皆で運び、分け

ました。洋服やお菓子の寄付もあり、これも

分け、４月からの計画を考えました。野外活

動で行きたいところは候補がいっぱいでま

した。果物狩り、釣り、ＢＢＱ、水族館、動

物園等など、予算と相談しながら絞り込みま

す。泊まり込みでキャンプファイヤーをした

いという声もありましたが、コロナ禍の収束

が見えない中、無理やから、来年か再来年の

お楽しみにしようとなりました。セミナーも

どのような話を聞きたいか？講師は？と皆

の希望が多くでました。安全、安心に十分注

意しながらも来年度からもおしゃべり会の

活動を進めていきます。（絹） 

 

 アルファ米をもらったお母さんに感想を

教育費セミナー 

おしゃべり会 
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ききました。 

 ◎アルファ米頂きました。 

今回は五目おこわだったので、ボリュームが

あって、年中お腹すかせている高２の息子も

満足しています。とりあえず４合でお湯は

800ccで作ってみました。柔らかさは丁度良

いような感じです。 

お味は混ぜ方にムラが出て、濃い部分と薄い

部分の差がありましたが、美味しかったです。 

お湯の入れ方、他の方の感想もお聞きしたい

です。 

 ◎五目おこわ食べました！ めっちゃ美

味しかったです！ 具沢山でそのままで充

分美味しい！ これがいつでも食べられる

のはありがたいですね❣️ 

子供達もモリモリ食べています！ 食べ盛

りの子供達はどんどんおかわりして、両手鍋

いっぱいに作ったおこわはすぐなくなって

しまいました！ 大阪府の危機管理センタ

ーの方にくれぐれも宜しくお伝え下さい。 

 

 

 

 

 箕面ではしんぐるまざあの２人と職場関

係のふたり、能勢の方におやつを届けました。

皆さんコロナで色々ストレスを感じておら

れます。 

 また、ご自身が体調をくずされたり、お子

さんのいじめの問題で悩まれたり、さまざま

なな状況があります。こんな中でも新たな仕

事を始めたり、引っ越ししたり、変化もあり

ました。また、なにか取り組める日々がくれ

ばいいと願うばかりです。(kumi） 

 

 

 

 

 

 

 

 いつもは奇数月の第２土曜日に開かれる

おしゃべり会ですが、加えて２月に特別バー

ジョンのアロマセラピーが開かれました。 

 最初から最後迄、癒され通しで素晴らしい

時間を過ごさせて頂きました。 

 数あるアロマの中から、自分の好きな物と

苦手な物を選び出して調合して、自分だけの

アロマをマスク用と部屋用に作りました。 

 アロマそれぞれに意味があり、苦手な物は

私に必要な物でした。 

 講師の温かくて前向きな言葉に励まされ、

慰められて出来上がったアロマを使う度に

癒されています。 

 こんな素敵な講座を企画して下さった職

員さん、遠くからお越し下さった講師と助手

の方々に心から感謝しています。（Y.M） 

 

 

 

 

 

 

２月21日の日曜日、こうべ福祉交流センター

にて湯浅誠さんをお迎えした講演会 「コロ

ナ禍の今、私たちができること」無事終了し

ました！！ 

こども食堂を運営されている方の参加者も

多く、第１部では湯浅さんからの「今、つな

がっていることの大切さ」を後押ししてくれ

るような力強いお言葉や、運営においての方

法などをお聞きしました。 

第２部は私たち神戸ウエストのこれまでの

活動の歩み、コロナ禍で昨年、どのようなこ

箕面 

西宮 

アロマセラピー 

湯浅誠さんをお迎えして講演会 

神戸ウエスト 
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とをしてきたのかをお話し、あわせて近隣で

活動されている放課後学習ボランティア支

援の会、神戸みらい学習室からの実践報告と

地域の皆さんからのお声をきかせていただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年２月からこれまでを振り返ってみると、

黒い渦みたいなものに飲み込まれてしまい

そうになったこともありますが、そのぶん強

くなったものがたくさんあります。 

今回の講演会を開催することで、コープこう

べの皆さんや近隣児童館の協力など力強い

かかわりを得ることができました。 

「コロナのおつりのようなもの」 がずいぶ

んと貯まりました♪ 

シングルマザーだけのつながりでなく、いろ

んな人とつながっていくことがこれからの

課題になっています。 

信号が赤も青も点灯している今。決めるのは

自分たちです。 

ご参加いただいた76名の皆さんと未来に向

かっていければと思っています。（y.m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～メールマガジン始めます～ 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●11月24日(火) シングルマザーサポート団体全国

協議会・衆議院院内集会に参加 

●12月2日(水) 明石へ・小黒さんとウィズあかし下

見と打ち合わせ 

●12月3日(木)～4日(金) ニュース62号発送作業 

●12月4日(金)電話相談 

●12月5日(土) 奈良・クリスマス会を開催 

●12月8日(火) 明石・サンタブーツとお菓子の購入

ラッピング準備 

●12月11日(金) 電話相談 

●12月13日(日) 明石・クリスマス会を開催 

●12月17日(木) 毎日放送ディレクター来所取材  

●12月18日(金) 電話相談  

●12月19日(土) 神戸女学院学生来所取材 

●12月20日(日) 尼崎・クリスマス会を開催 

神戸・おしゃべり会を開催 

●12月24日(木) 京都地裁へＹさんの裁判「児童扶

養手当支給停止処分取り消し請求権事件」傍聴 

●12月25日(金) 電話相談 

２０２１年 

●1月4日(月) 映画「えんとつ町のプぺル」チケッ

トプレゼント開始 

●1月8日(金) 電話相談 

●1月9日(土) 奈良・三笠公民館の親子交流会に参

加。西宮・シングルマザーズ・カフェに参加 

●1月15日(金) 電話相談、大阪府人権協会の補助金

セミナーに参加 (オンライン)  

●1月17日(金) 神戸・おしゃべり会を開催、 

尼崎・教育費セミナーを開催 

●1月22日(金) 相談電話、大阪府人権協会の補助金

セミナーに参加 (オンライン)  

●1月29日(日) 電話相談、神原さんのセミナー「女

性の貧困・子どもの貧困」に参加（西宮ウェーブ） 

●1月31日(金) 定例会議 

●2月5日(金) 電話相談  

●2月7日(日) 明石・セミナー「子育ての悩みあれ

これ」を開催  

●2月9日(火) 連合大阪と労福協の方来所 

●2月12日(金) 電話相談 

●2月13日(土) 大阪・学習支援活動、西宮・シング

ルマザーズ・カフェのアロマセラピー参加、全国協

議会ズーム会議 

●2月19日(金) 相談電話、「ママのこれから」（Animo

株式会社）の方来所 

●2月20日(土) 奈良・自己尊重セミナー開催 

●2月21日(日) 神戸・湯浅誠講演会 

尼崎・おしゃべり会（大阪府危機管理室よりアルフ

ァ米50食を16箱、ペットボトルの水500ml入り24本

入りケースを20箱寄付してもらった） 

 

◇◇ 会費・カンパのお願い ◇◇ 

  
60号61号の口座番号が間違っていました 

ごめんなさい！ 反省 

 



明石 

『ひとり親家庭 親子交流会 in 明石公園』 

３月13日（土） 13時30分～15時30分 

jidouka@city.akashi.lg.jp 078-918-5182

 

 

 

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・・・3月21日（日）、4月18日（日）、5月16日（日） 

  おしゃべり会 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） 

神戸・・・3月21日（日）、4月18日（日）、5月16日（日） 

ウエスト おしゃべり会 15時～（第３日曜日） 

     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・・・企画中 

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 ３月～５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 
夏の親子合宿はありません 
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