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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 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://smf-kansai.main.jp/  Eﾒｰﾙ: mail@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・ 

２．支援物資と寄付をありがとうございます 

２．大阪の最低賃金審議会に２歳の子どもを連れてシングルマザーが出席！ 

４．シングルマザーサポート団体全国協議会＠静岡大会 

５．相次ぐ取材に対応 

６．障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判 

８．地域グループからの報告＆お知らせ 

12．活動日誌  会費・寄付のお願い 

14．これからの予定 

ホームページでも 

ニュースが 

読めます 

 

あず・ふぉーらむ・関西 

http://smf-kansai.main.jp/
mailto:mail@smf-kansai.main.jp
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 ６月から７月、そして子供たちが夏休みに入ってからも事務所には食糧支援を求める

メールが多く入り、同時に支援物資や寄付も多くいただきました。 

 

・高校生のお弁当を作る米がない 

・夏休みに入り子どもが家にいて食事をするが、食べるものが米とふりかけしかない 

・光熱費を滞納している 

・金銭的にカツカツで毎月不安 

・コロナが原因で仕事を失い、求職活動をしていますが中々仕事が決まりません 

しわ寄せが子供達に行ってしまい最近は食事の回数も減りました。子供達にお腹い

っぱい食べさせたいです      等々 

 

支援物資では、おてらおやつクラブ様からの食料品を中心とする支援物資の他、個人

様から米、そうめん、お菓子、生理用品、お尻ふきもいただきました。生理用品は、わ

ざわざ、近くの駅まで雨の中持ってきてくださり感激でした。ちょうど、その数日前、

生理用品がないので欲しいというメールが入り、地元の女性センターなどにも問い合わ

せしていたところだったのでびっくりしました。 

また、安全な食品を扱っている団体様からお菓子、ジュースなどを沢山いただき、地

域で一緒に連携していきましょうと声をかけていただきました。（絹） 

 

備蓄用ビスケット  50袋を20箱（大阪生協連 大阪パルコープ様より） 

米 10キロ10袋（クエタトレーディング様より） 

お菓子、ジュース類（関西よつ葉連絡会様より） 

そうめん、米、お菓子、生理用品、おしりふきシートなど（個人様より） 

化粧品（ファンデーションと下地クリーム他）（エフエムジー＆ミッション株式会社

様より） 

 

 ７月26日（月）、大阪の最低賃金審議会に労働者側の発言者として出席し発言しました。

会場の大阪合同庁舎前には多くの労働組合のメンバーが街頭宣伝をされていて、ミニメ

支援物資と寄付をありがとうございます 

大阪の最低賃金審議会に 

２歳の子どもを連れてシングルマザーが出席！ 
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ーデーの様子。 

２歳の子どもを連れて、しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の会員さんが「時給975

円で１か月６～７万円の苦しい生活でやりくりをしている。子どもの成長を振りかえる

余裕もないが、少しでも貯金ができるような安定した収入が欲しい」としっかりと訴え

ました。他の労働者側の発言者も３人とも女性。使用者側は男性１人でした。先日、国

の最低賃金審議会は28円アップの方向をだしました。彼女たちが苦しい生活のリアルさ

を訴えたのが、どう反映されるのか注視していきたい。 

シングルマザーが１日８時間働いて親子で３食食べていけ、子どもの教育費も貯金し

たいという労働者としての当たり前の生活ができるためには時給1000円以上、1500円ほ

しいというのがお母さんたちの声でした。 

 

―—お母さんの声  最低賃金委員会の感想—— 

今回は最低賃金委員会で意見を述べさせてもらいました。 

わが子が１歳半年になった時期に、パートタイマー希望で就職活動をはじめました。 

ハローワークに通い、保育園に通わせる認定時間に合わせた仕事をさがしました。 

なかなか合う時間の仕事がみつからず、応募しても不採用が続きました。正直なとこ

ろ、時間給はほぼどの職種も同様で、保育園の認定に合うような時間に合わせて探すの

が大変でした。 

就職活動を通して感じたことは、最低賃金が低いと、仕事と育児家事を両立するには、

節約に重点をおき生活するしかないということです。 

もっと働けと、言われることもあります。子どもは物ではなく、感情を持った１人の

人間なので、しっかり向き合って、育児の時間を確保したのですが、時給より時間数を

増やせという、批判の声もありました。子どもがみえていない育児経験者もいるだろう

けれど、忘れているのかもしれません。それほど、生活が苦しいことの現れだとおもい

ます。 

時間給をあげ、他者にもっと働けと言わないですむような状況になればよいとおもい

ます。私のようなシングル家庭の意見や、他にも、親の介護が必要で、金銭的に厳しい

状況の人もいました。その方もパートタイマーだと言っていましたが、親の介護をする

ことに給料は貰えないし、むしろ介護費用を、サービスをうけたら支払わないといけな

いです。お金もかかり、介護する時間は、外で収入をあげれないなら、時間給を引き上

げたら、親の介護をしている家庭も、楽になるとおもいました。 

貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。 

—————＊＊＊————— 
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結果的に今年度の大阪府の最低賃金は時間給992円、前年度から28円アップです。これ

は、国（厚労省）の最低賃金審議会での目安額で、各都道府県でほぼ同じでした。昨年

１円も上がっていないので倍にしてほしいです。最低賃金1000円には届かない。 

シングルマザーサポート団体全国協議会の今年度の要望事項及び行動計画では 

「最低賃金は全国一律1500円とすること」を挙げています。 

目指そう！！最賃1500円（絹） 

 

 

 

７月17日（土）～18日（日）、静岡で「シングルマザーサポート団体全国協議会＠静岡

大会」が開催されました。全国からシングルマザー支援団体30団体と支援者が対面とオ

ンラインを合わせたハイブリッド形式で開催することができました。 

17日は組織運営や食糧支援についてのグループワークを行い、事業計画についてレク

チャーを受けました。 

18日は地元静岡での支援活動の紹介に続き、各地域での食糧支援活動などの報告があ

りました。静岡ではフードバンクや男女共同参画フォーラムとの連携でシングルマザー

親子を支援する体制ができたことを紹介。各地でも連携ができ、シングルマザーサポー

ト団体全国協議会全体でのべ45,051世帯131,214人に食糧支援することができたという

嬉しい報告。 

オンラインで内閣府から就労支援制度拡充の説明や、川北秀人さん（IIHOE「人と組織

と地球のための国際研究所」所長）からはコロナ感染拡大と長期化の中でシングルマザ

ーサポート団体全国協議会が果たした役割についてコメントをもらい、今後の活動に大

きな励みになりました。行動計画の確認やメッセージをくださった議員さんの紹介も行

い終了。２日間、魂の入っていた大会でした。（絹） 

シングルマザーサポート団体全国協議会＠静岡大会に参加して 

今回、理事長山口さんと共に静岡県でのリアル参加をさせてもらいました。全国の方

がどんな活動をしていて、どんなふうに考えているのかをしっかり見させていただきま

した。 

それぞれの地域性、集まっている人たち、コラボレーションの様子をお聞きし、私た

ちが何のためにこの活動をやっているのかということを考える機会になりました。 

議員の方、内閣府の方など外部の方が参加され、全国の動きが地域でどのように反映

シングルマザーサポート団体全国協議会＠静岡大会 
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されているのか早速自分の住んでいる地域の自治体のホームページを確認したところ、

お知らせが出ていました。 

全国の大きな流れを地域で共有しながら、自分たちが問題としているところを全国に

共有する。こんな流れを作ることの大切さを学ぶことができました。 

熱い２日間を体験してきたので、もっと語り合う場が必要だと思いました。 

参加させていただきありがとうございます。（Y.M） 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活協同コープこうべ主催の語り手学習会「子どもの未来編」のゲストスピーカーに 

８月５日（木）生活協同コープこうべさん主催の語り手学習会「子どもの未来編」に

ゲストスピーカーとして山口が呼ばれました。 

子どもの貧困の学習会の後、理事の市橋さんと一緒に対談しながら、しんぐるまざあ

ず・ふぉ―らむ・関西の活動紹介をして皆さんと意見交流しました。 

コープこうべさんには、コロナになった昨年からお米700キロ、切り餅35キロ、ヌード

ル240個、手作りマスクと数多くのご支援をいただき本当に感謝！感謝！です。 

参加者の皆さんが大変熱心で、地域で気軽に子育て支援をしている話や、子ども食堂

に関わっておられる方からは当事者に宣伝することのむずかしさなども出ました。自分

ごととして子どもの未来について考えて行動されているなぁと感じました。（絹） 

ケーブルテレビBaycom(ベイコム)さんの取材を受けました 

６月28日（月）地元のテレビ局のベイコムさん（11チャンネル）「このまち夢いっぱい

～未来のゆめ・まちプロジェクト」の取材をうけ、しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関

西の活動紹介や今の活動（おしゃべり会や食料支援活動）を紹介しました。下を向いて

原稿を読むとその原稿を取り上げられ（！）アドリブでカメラの前で話をすることにな

りました。どうなるものかと心配でしたが、不要なところはカットされ映像なども入れ

てディレクターさんが上手にまとめてくださいました。さすが、プロ！  

ベイコムさんの７月16日放送分を見てもらってもいいし、YouTubeからも見られます。 

相次ぐ取材に対応 

コープこうべ、ケーブルテレビ、月刊『住民と自治』 
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月刊『住民と自治』（大阪自治体問題研究所発行）さんの取材を受けました 

６月25日（金）大阪自治体問題研究所の取材を受けました。時間をかけてじっくり話

を聞かれ当会が発行しているニュースやＨＰ、ＦＢ、お母さんたちの声なども丁寧に取

り上げてくださいました。 

『住民と自治』９月号【特集】コロナ禍がてらす大阪の保健・医療とくらし「シング

ルマザーの生活に打撃与えた緊急事態宣言 しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の取

材で見えた現実」 

 

 

 ８月31日、障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲訴訟の第１回控訴審が大

阪高裁であり、原告の山田さんが陳述しました。 

４月16日の京都地裁判決で児童扶養手当差し止めは行政裁量の範囲内だとした一審判

決に対して、公的年金との「併給調整」の規定は違憲だ、同じように障害のあるひとり

親の困窮した生活実態を顧みないものだ、結婚してるか否かに関係なく子どもが健やか

に成長できる社会をめざしたいと述べました。 

次回は国側が反論か。 11月９日（火） 14時30分～ 大阪高等裁判所   （mameko） 

裁判を傍聴して 

当日の総括会で配られた資料は次ページです。 

 ひとつは、児童扶養手当は、生活保護世帯であっても世帯単位で支給されるため、第

１子、２子、３子の順で金額が減額となっていること。山田さんの場合４人きょうだい

ですが、子ども１人ずつの生活権に影響しています。ふたつめは、線維筋痛症の障害１

級の手帳をもっているが、ガイドヘルパーではなく娘さんが外出介助をしておられます。

生活支援を受けられる難病指定ではなく、福祉制度のはざまにあることです。 

今回の大阪高裁への控訴では、仏教大学教授で社会福祉士の田中智子さんの、１ヵ月

にわたる生活密着調査資料も提出され、実態を報告しています。署名を集めていますの

でご協力をお願いします。（D.M） 

 

 

 

障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判 
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＜６月＞ 

  ６月は本当は性教育セミナーの予定で

したか、緊急事態宣言延長で会場が使えず、

セミナーは中止。会場を変えておしゃべり会

と食糧支援のみ行いました。 

５月の魚釣りがコロナ禍で中止になり、が

っかりなママたちでしたが、久しぶりに集ま

って食料品を分けたり、交流会をしました。 

新聞社の女性記者さんが、取材に来られま

した。兵庫県知事選が７月18日にあるのです

が、候補者も５人とも男。政策も女性の目線

が全くといってないので女性の声を入れて

もらうための取材でした。 

ママたちはいっぱい意見を言いました。マ

スク着用の強制で子どもが体育の時間、熱中

症になりそうなこと、ひとり親への制度が各

自治体によって格差ありすぎなこと。児童扶

養手当の所得制限があるので、頑張って働い

てもかえって損すること。 

そもそも給料が安いこと。兵庫県は時給

1000円を切っていますが、1000円でも生活で

きない。1500円にしてくれる知事だったら応

援すると皆、拍手していました。食料を配ら

なくてもすむ生活にするのは政治の責任で

す！ 

 

 

 

 

 

 

＜７月＞ 

７月のおしゃべり会で話したこと。 

１、年間イベント：今年もＢＢＱや果物狩り、

５月のリベンジの魚釣り、クリスマス会、セ

ミナーなどの日程を決めました。近くて安い、

イベント場所を皆で探します。 

２、最賃審議会にメンバーが出席：大阪府の

最低賃金は昨年１円もあがらなかったそう

です。シングルマザーの声を上げてほしいと

いう依頼があり、Ａさんが出席！ しっかり

とシングルマザーのリアルを訴えます。 

３、高等職業訓練促進給付金：役所に聞きに

行っても情報を教えてもらえないという声

がありました。デジタル分野の資格って？ 

仕事しながら学校に通えない！ 

４、児童扶養手当の現況届のリアル：窓口で

「妊娠していませんか？」という質問を数人

のママたちが経験していました。この問題、

ほっておけません。７月23日に再度おしゃべ

り会を持ち、朝日新聞の記者さんにも同席し

てもらって各地での実態を話しました。 

８月はお休み 

＜９月＞ 

９月19日（日）尼崎市女性センター・トレ

ピエでセミナー『思春期の子どもの性教育 

悩んでいませんか？』を開催しました。これ

は小中学生の、特に男の子を持つおしゃべり

会のママたちの発案です。子どもも参加でリ

アル性教育でした。 

講師は伊田広行さん（立命館大学非常勤講

師、ＤＶ加害者プログラムＮＯＶＯ主宰）。 

セミナーは子どもたちにも話しかけられ、

とてもやさしい口調で進められました。 

尼崎 

  地域グループからの報告＆お知らせ 
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性的なことへの関心は個人差があること。

なくてもいい。安全な環境の下では性は気持

ちよく、幸せで嬉しく楽しいが、不快な下で

の性は暴力や嫌がらせ、いじめになるのでＮ

Ｏ！の意思表示をしよう！ 

子どもを取り巻くネット環境の中で加害

者が子どもになりすまして子どもに裸の写

真を送らせるという被害もあるので注意す

ること。悪い大人に注意することなどを上げ

られました。子どもからの質問で「おちんち

んが痒くなる」という質問にも先生が丁寧に

答えてくださいました。 

性でわからないことがあれば一人で抱え

込まないで人に聞くことが大切。 

子どもやお母さんたちからも好評なセミ

ナーでした。今後もシングルマザー親子にと

って必要なセミナーなどを行っていきます

ね。 

セミナーの後は交

流会をしたりお寺お

やつクラブさんから

頂いた食料品のおす

そ分けをしました。

（絹） 

 

＜お母さんの感想より＞ 

伊田先生にも来ていただけて大変感謝し

ております。想像以上に良かったです。ずっ

とこういう内容のセミナーを子どもと受け

られたらと思っていただけに。これまで私が

受けさせていただいたセミナーの中で一番

頭に入ってきやすかったです。 

子どもの感想は、面白かった！でした。 

子どもの口からすぐ出てくるということは

本当に楽しめたことと思います。 

レジュメの内容を読んでやった時はゲラ

ゲラ笑って興味なーい、という感じでしたの

で真面目に聞かないかもと思っていました

が、意外とおとなしく耳を傾けていました。 

子どもでも分かり易い説明と男性(息子から

すると同性)の実体験談を話されたことも親

近感が湧きよかったのではと思います。

100％理解できてなくてもよいので、もう少

し大きくなった時に、これあの時に聞いたこ

とだなぁと思い出してくれるだけでも違う

と思っています。 

親の居る前でこういった性教育の内容に

触れる機会は貴重ですね。今後オープンに子

どもと話していけるかのきっかけになるの

かもしれません。 

話し手と聞き手に壁がなくざっくばらん

なセミナーだったのが私は気に入りました。 

今回のような有意義なセミナーを受けるこ

とができて感謝しております。 

ご参考までに、セミナーを受ける前子ども

は、「すごい」先生が来ると思っていたそう

で想像どおりだったそうです。(今初めて知

りました)先生に興味があったそうです笑。 

（小学生高学年男児の母 A子） 

 

 

 

 

 

＜７月＞ 

７月11日(日)、ウイズあかしで2021年度明石

市ひとり親家庭交流事業を開催しました。 

テーマは「子どもとともにボチボチいこか 

―小児心療内科からみた子どもたち―」。講

師は京都市内で小児科医院を開業されてい

る有井悦子さんです。 

“困った子”は“困っている子”。ちょっと

視点を変えるだけで、子育てに煮詰まってい

る状況から解放される。 

明石 
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子どもにとって親は特別な存在。“大切に

思っている”と伝え、しっかりスキンシップ

することで子どもは安らぎを得ることがで

きる。 

診療所で診て来られた子育て・子育ちの困

難の様子から、子どもの特性、接し方、親と

してどうすればいいかなど、具体的なアドバ

イスもお話しいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

＜８月＞ 

８月７日（土）は親子交流会をしました。作

ったのはカラービニールボール。ビニール袋

に好きな絵を描き、中に新聞紙を丸めて入れ

ゴムをつけて完成！ 

これをヨーヨーにしたり、ペットボトルに

あてるボーリング遊びがおお受け！ 家で

も作りたいと言うリクエストにお応えして

材料のお持ち帰りもしてもらいました。 

家でも身近な日用品が玩具になりますよ。

ママたちがおしゃべり会をしている間、子ど

もたちは、作ったボールで遊んだり、パズル、

絵本を楽しみました。 

 

＜ひとり親家庭サポートパンフレット＞ 

毎年、明石のひとり親の皆さんに役立てて

もらうよう工夫を凝らして作成しています

が、今年は新たに相談窓口一覧表等も追加し

ページ数アップでさらに内容もバージョン

アップ！ 当事者が明石市の社会資源が使

いやすい内容に仕上げました。 

 

＜明石市ひとり親家庭総合相談事業＞ 

８月11日（水）～19日（木）、明石市の「ひ

とり親家庭総合相談会」に生活相談員として

参加しました。 

これは児童扶養手当現況届の手続きで市

役所に来られるひとり親の皆さんに待ち時

間などを活用して日々の相談事などを聞く

総合相談会です。 

生活相談の他、健康相談（保健師さんが対

応）法律相談（弁護士さんが対応）離婚後の

子育てガイダンス、ハローワークがあります。

お母さんたちの相談の中で多いのはやはり

教育費！ 特に明石市独自の高校入学給付

金は注目でした。高校進学を諦めないための

給付金で中３が申し込み。 

入学金30万円＋毎月１万円の補助、返済不

要で保証人なし、所得制限350万円で募集人

員100名！ 明石市はすごい！！ 

８月27日が締め切りで、このことを知らな

い中３生をお持ちのお母さんが、「知らんか

った！ ここで今申し込む！」  

壁面の教育費などの展示は職員さんの手

作りで、とてもよくわかりやすい説明で写メ

されるお母さんも多かったです。必要な社会

資源の情報が必要とされる人にしっかりと

届きますように！！（絹） 

 

 

 

 

 

＜６月＞ 

６月27日（日）奈良市の「ゆめのくに新大

宮」で2021年度奈良市ひとり親家庭等生活支

援事業のセミナーがありました。 

テーマは 「いろいろな働き方について考え

てみよう！ ―副業、資格、起業、内職の選

奈良 
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び方など―」講師は 伊藤章子さん（奈良県

スマイルセンター母子・父子自立支援プログ

ラム策定員）。参加者は大人７人、子ども８

人でした。 

コロナで失業したり、減収したり、そもそ

も不安定な収入のひとり親家庭に色々な働

き方を考えてみましょうと、講師の情報を元

にシングルマザーの方々が交流しました。 

例えば内職では委託条件の確認を怠らな

い事、消費者庁のホームページで名指しでブ

ラック企業の検索可である事、コロナで減収

したら家賃補助が４万円迄あったり(条件有

り)、新たな高等職業訓練促進給付金の案内

がありました。 

起業されてたり、これから入学して資格取

得を目指すかたがいらしたり様々でした。 

普段でも厳しい生活を強いられているシ

ングルマザーにとって更にコロナで追い打

ちをかけられていても、情報を共有し合って

ピンチをチャンスに変えていけたらと切に

願った１日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

＜９月＞ 

９月12日（日）奈良市男女共同参画センター

“あすなら”において『離婚後のお悩み解消

セミナー』を開催しました。講師は乗井弥生

弁護士（女性共同法律事務所）。 

今回は離婚後のお悩みの養育費と面会交

流に焦点を当てて講義を受けました。 

養育費では法律の基本的な話の後、様々な

ケースについて先生が扱ってこられた事例

を中心に学びました。養育費の取り決めは口

頭より書面、それも公正証書がベストである

と強調されていました。 

面会交流では子供に対する虐待や親のＤ

Ｖを目撃した場合や監護親の安全な生活を

壊す恐れがある場合は、面会交流はよくない

といわれていました。 

セミナーが終わってから個別相談にも対

応していただきました。（絹） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月・９月のおしゃべり会はカレーのテイ

クアウト配布会を予定していましたが、リー

ダーが体調不調、緊急事態宣言も継続中のた

め、中止し、お預かりしている物資の配布の

みを行いました。 

平時は特に問題ないのですが、こういった

不調時に、仲間にも支えられ、必要な判断を

することもできました。感謝しております。 

家族の少ない私たち、決してひとりで抱え込

まないようにしておきたいと改めて感じ入

りました。 

10月17日は地域で小学生の学習支援をさ

れている「本多聞がんばるもん教室」さん主

催のオンライン講演会 「これからの教育課

題について」に参加し、地域のつながりを強

くしていきます。 

神戸ウエスト 
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５月の交流会は参加家庭が少なかったの

で、感染症対策に留意しながら『たこ焼きパ

ーティー』をしました。１家庭ではなかなか

する機会がないのですが、何人かでするとや

っぱり楽しくて、おいしかったです。参加者

でワイワイ作って、おなかいっぱいいただき

ました。子ども達は公園でも元気いっぱい遊

びましたよ。 

６月は西宮浜総合公園で野外交流会をし、

８月は昨年に引き続き、今年もひらかたパー

クへプール遊びに行ってきました。浮き輪に

のって流れるプールに身を任せたり、親子で

プールの中で鬼ごっこをしたりと一日満喫

♪ 当日は空模様が怪しかったのですが、何

とか一日もちジェットコースターや急流す

べりなどのアトラクションも楽しむことが

出来ました！ 夏休みの思い出に、親子での

よい時間となっていたら、うれしいです。 

今後はキャンプに挑戦してみたり、ネスタ

リゾートに遊びに行ったり、アロマスプレー

作りなどの体験系、『親子で、子も親も楽し

めること』ができたら・・・とやってみたい

案はたくさんあります！！ 感染症対策に

留意しながら、計画していきたいと思います。 

もしお力を貸してくださる企業様・団体様

がいらっしゃいましたら 

【Twitter】@pokkapoka2018 か 

【メール】2018.pokkapoka@gmail.com 

へご連絡いた

だけましたら

幸いです。 

 

 

 

 

 

 

９月11日に新しい方々を含めて９名の参

加がありました。困ってる事や聞きたい事を

話しながら、おしゃべり会の後に寄贈品を分

けたり、連絡先を交換したりで、輪が広がっ

ているのを嬉しく思いながら次に繋げられ

たらと希望を持ちました。 

いつも職員の方の美味しいスィーツと色

んな飲み物で、温かな空気の中で時間を過ご

しました。今は２ヶ月に一度のおしゃべり会

です。保育の課題がありますが、毎月出来る

ように模索中です。（Y.M） 

 

＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

●6月9日(水）個人様から米20キロ、団体様 

から備蓄用ビスケット50袋入り20箱届く 

●6月11日(金）電話相談 

●6月12日(土）全国ズーム会議 

●6月17日(木)個人様来所 お菓子と寄付金をいた

だく 

●6月18日(金）電話相談 

●6月19日(土）朝日新聞取材、定例会議 

●6月20日(日）尼崎おしゃべり会(朝日新聞取材を

受ける） 

●6月23日(水）個人様来所 おしりふきをいただく 

●6月24日(木）コープこうべの方来所 (語り手学習

会の件） 

 ニュース64号発送作業   

●6月25日(金）電話相談 

連合大阪の方来所(最賃審議会のこと） 

自治体問題研究所の方来所取材 

ニュース64号発送作業終了(391通） 

団体様から化粧品が届く。 

●6月27日(日）奈良市就労セミナー 

●6月28日(月）ベイコムさん来所取材 

●6月30日(水）個人様よりそうめんをいただく 

宝塚 西宮 

mailto:2018.pokkapoka@gmail.com
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●7月１日(木）団体様より米10キロいり10袋いただく 

●7月2日(金）電話相談 

●7月4日(日）尼崎おしゃべり会 

●7月5日(月） 生活協同組合コープこうべさん主催

の語り手学習会「子どもの未来編」のゲストスピー

カーをする 

児童扶養手当て窓口ハラスメント問題のオンライ

ン記者会見に出席する 

●7月７日(金）関西四つ葉連絡会の方来所 

(お菓子、ジュース類の寄付） 

●7月8日(木）～16日(金）シングルマザーサポート

団体全国協議会静岡大会に向けての準備(取り組み

報告、国会議員への働きかけなど） 

●7月10日(土）全国ズーム会議 

●7月11日(日） 明石市セミナー 

●7月16日(金）ベイコムさん取材の放映 

 YouTube配信(ひとり親家庭支援） 

●7月17日(土）～18日(日）シングルマザーサポー

ト団体全国協議会静岡大会に参加 

●7月22日(日）大阪いずみ市民生活協同組合の方来

所  

●7月23日(金）尼崎おしゃべり会(朝日新聞取材を

受ける） 

●7月25日(日）定例会議、学習会 

●7月26日(月）大阪最賃審議会に会員さんが２歳の

子どもを連れて出席 

メルマガ＃４配信 

●7月27日(火）労福協さんが来所(カンパ目録を持

ってきてくださった。） 

●7月29日(木）女性共同ニュースレターVol.40(女

性共同法律事務所発行）リレーエッセイに投稿文が

掲載された 

●7月30日(金）電話相談 

●8月６日(金）電話相談 

●8月７日(土）明石親子交流会 

全国協議会ズーム会議 

●8月11日(水）～19日(木）明石市総合相談事業で

生活相談を担当 

●8月13日(金）電話相談 

●8月14日(土）個人様よりそうめんをいただく 

●8月17日(火）個人様より生理用品、石鹼をいただく 

●8月18日(水）関西よつ葉連絡会の方とランチミー

ティング 

●8月19日(木）個人様よりそうめんをいただく 

●8月20日(金）電話相談 

●8月27日(金）電話相談 

●8月31日(火）京都山田さん裁判傍聴  

個人様から米をいただく。 

●9月1日(水）『住民と自治』9月号に掲載 

●9月3日(金）電話相談 

YMCA学院の方が来所(セミナー打ち合わせ） 

●9月9日(水）大阪市子ども・子育て支援会議(オン

ライン会議）に出席 

●9月10日(金）電話相談 

●9月11日(土）奈良市離婚セミナー 

●9月12日(日）全国協議会ズーム会議  

●9月17日(金）電話相談 個人様から石鹼、タオル

などをいただく 

●9月19日(日）尼崎おしゃべり会の性教育セミナー

開催 

 

 

◇◇ 会費・寄付のお願い ◇◇ 

★当会の運営を支えるため、年会費(3,000円、賛助

会費5,000円）をお願いしています。 

年度は4月１日から翌年3月31日までです。 

☆２年間ご連絡なく会費未納の方は会員登録を抹消

させていただいています。 

★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 

★ご寄付も募っています。税金の控除はありません。 

☆受領証等をもって領収証に代えさせていただきます。

領収証が必要な方は振替用紙にチェックを入れるか、

その旨記入してください。 

★郵便振替用紙を使わず、ゆうちょ口座から送金され

る場合、コメントが記載されません。 

☆他行からの送金では、住所の記載がなく、氏名もヨ

ミガナだけしかしらされません。住所、漢字のお名前、

送金内容、領収証の要不要がわかりませんので、別途

メール、FAX等で事務所へお知らせください。 



明石 ひとり親のためのハッピーセミナーイベント 

    『クリスマス交流会』 

12月5日（日）13時30分～16時  ＠ウィズあかし 701 AB 号室 

参加無料  親子20組（要申込 多数抽選） 

バルーンアートなど、親子で楽しめるプログラムです 

参加希望の方は ハガキ・Eメール・電話でお申し込みください（明石市在住者） 

〒673-8686 明石市中崎１-５-１  明石市役所児童福祉課「交流事業」担当 

 Eメール： jidouka@city.akashi.lg.jp  電話： 078-918-5182 

奈良 ひとり親のためのライフアップセミナー 

    『思春期の子どもの性教育』 

11月13日（土）13時30分～15時30分 ＠あすなら（男女共同参画センター） 

講師： 伊田広行さん（立命館大学非常勤講師、ＤＶ加害者プログラムＮＯＶＯ主宰） 

参加無料  申込不要 

対象： 奈良市在住のシングルマザー、シングルファーザー 

保育は11/4までにお申し込みください。 

申込時に保育が必要なお子さん全員の名前と年齢をお知らせください。 

  【問/申込】 電話/FAX  06-6147-９771   mail@smf-kansai.main.jp 
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各地のおしゃべり会  初めての方大歓迎  なんでもしゃべり場ですよ 

尼崎・・・10月17日（日）魚釣り（尼崎魚釣り公園） 

11月21日（日）ＢＢＱ（場所未定） 12月19日（日）クリスマス会（トレピエ） 

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） 

神戸ウエスト・・10月17日（日）オンライン講演会に参加（P11参照） 

定例会 場所：コープミニ東舞子店 組合員室 第3日曜日 17時30分～ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これからの予定 

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。 

参加無料 

申込不要 

参加無料 

要申込 


