
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＥＷＳ 

ＮＰＯ法人 
2022年 1月 1日 

Vol.66 

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: https://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．各地でお米プレゼント大作戦  なにわ人権展で講演しました 

３．衆議院議員選挙に立候補される方へのお願い 

４．10万円給付金不支給問題の解決をいち早く！ 

４．4人の子どもを育てる障害1級のシングルマザーが裁判に訴えていることとは？ 

６．地域グループからの報告＆お知らせ 

13．活動日誌  障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判 

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 

https://smf-kansai.main.jp/
mailto:mail@smf-kansai.main.jp
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 各地でお米プレゼント大作戦  

 安全安心な食品を扱っている「関西よつば連絡会」さんから寄付していただいた山形

産のつや姫１袋(4.5キロ入り)を各地でシングルマザーの皆様にプレゼントしました。 

 

10月23日(土) 尼崎市のトレピエと西宮市のウェーブで対象は尼崎市、西宮市、伊丹市、

川西市、芦屋市にお住いのシングルマザーの皆さん。この日、子ども食堂をされている

方も参加されお米を持って帰ってもらいました。地域で「食」を通じて広がりが持てる

ことは嬉しいです。 

11月３日(祝・水) 大阪市の住まいの情報センターで110世帯のシングルマザーにお米プ

レゼント。お菓子も一緒に選んでもらったので子どもたちはどれにしようかな？と迷っ

ている姿もかわいらしかった。 

11月10日(水)～12日(金) 神戸市垂水区のcafeiiyoさんでプレゼント！ 社会福祉法人

すいせいさん、コープこうべさん、おてらおやつクラブさんのご協力のおかげで80世帯

にお渡しすることができました。 

12月11日(土) 箕面のクリスマス会に参加の皆さんに化粧品などと一緒にプレゼント。 

12月18日(日) 奈良のクリスマス会に参加された皆さんにプレゼント。 

12月19日(日) 宝塚では、すみれウィメンズプロジェクトさんからの生理用品とお菓子と

一緒にプレゼント。 

 

取りにこられない遠隔地の方々には郵送しています。 

年末になってからも食糧支援を求めるメールなどが入り、現物がなくなったらおこめ

券の活用も考えています。（絹） 

 

 

 

 

2021第37回なにわ人権展で講演しました 

大阪人権博物館の今年の人権展はオンラインで開催され、理事長・山口の講演もオン

ラインとなりました。 

「シングルマザーと女性の貧困～コロナ禍で深刻化したこと～」YouTubeで配信中。 

「なにわ人権展」で検索（jinkenten2021.org） → オンライン講演会 

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の今年の漢字は『米』 

http://jinkenten2021.org/gallery/%e3%81%8f%e3%82%8f%e3%81%97%e3%81%8f%e5%ad%a6%e3%81%bc%e3%81%86%ef%bc%81%e2%80%95%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e8%ac%9b%e6%bc%94%e4%bc%9a%e2%80%95/
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10月中旬、衆議院議員選挙に立候補する近畿２府４県の155人の方に、夏に開催された

「シングルマザーサポート団体全国協議会」で発表された要望事項と行動計画とともに

「シングルマザーの声をしっかりと政治に反映して欲しい」とお願いの手紙をだしまし

た。 

当選された議員の皆様、シングルマザー親子がご飯をまともに食べられるようにする

のは政治の責任です。期待しています！！（絹） 
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政府は「コロナ克服・新世代開拓のための経済対策」として令和３年度子育て世帯等

臨時特別支援事業として０歳～高校３年生までの子どもたちに１人当たり10万円相当の

給付を決定しました。保護者の年収制限があり960万円です。この原稿を書いている12

月25日時点では一括現金か半分クーポンかというのも各自治体で方向が決まり、年内に

給付金が振り込まれます。 

しかし、ひとり親の場合、別の件で問題が上がっています。10万円の給付金は2021年

10月支払いの児童手当の口座に入金されるのです。給付金の基準日が９月30日です。 

そのため、たとえば、10月以降に離婚して児童手当の口座を父から母に変えてもお金は

元父親に入ります。話し合いで返してくれる父親ばかりではありません。 

一般的に父親が口座の名前になっていることが多いらしいです。これも世帯内で収入

の多い方が口座の名前になるというのは賃金格差の現れです。このままでは、10月以降

に離婚して児童手当の口座がまだ元父親のところにあるシングルマザーには給付金はで

ません。 

認定NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの試算によると全国で約２万世帯が受け取

れません。シングルマザーサポート団体全国協議会に関わっている各地のシングルマザ

ー団体がそれぞれの自治体に働きかけたり情報を共有しています。 

12月17日、参議院の予算委員会で公明党の議員がこの件を取り上げられ、これに対し

て政府の野田聖子議員の答弁は「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等

を活用してください。」というものでした 

明石市や徳島市などでは、いち早く市長が独自の給付金をだしたり、救済策をだして

いるとマスコミ報道されました。  

この問題が解決されないと10万円の給付金の本来の目的である子どもへの福祉という趣

旨から大きく外れます。 

制度設計上の不備があるならぜひ、救済策を出してほしい！年を越してからでも誰一

人取り残されることなく給付金が届くようにしてほしい。(絹) 

 

 

 

児童扶養手当を受け取りながら、シングルマザーとして働き子どもを育てていた山田

さんは、途中で線維筋痛症と化学物質過敏症を併発した。線維筋痛症とは、本人にしか

痛みがわからないために、難病であるが障害１級を認定されることはほぼ困難と同病の

4人の子どもを育てる障害 1級のシングルマザーが裁判に訴えていることとは？ 

10万円の給付金不支給問題の解決をいち早く！！ 
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人はあきらめかけていたという。自由に外出もままならず、呼吸困難の危険に晒される

日々を送る重度の障碍者となり、介護・援助してくれる、親、姉妹もいない中で、障害

を持つこども２人を含む４人を育てるシングルマザーとなった山田さんの直面する問題

は、母子世帯・女性・重度の障碍者という3重の格差が重複している状態である。令和３

年９月３日の控訴人（原審原告）弁護団の控訴審意見陳述（当会事務所にあります）を

ぜひ一読してください。 

 厚生労働省「国民生活基礎調査」等、国の調査では、ひとり親世帯の収入格差、養育

費を受け取っていない実態、父子世帯との格差、非障碍者世帯との社会的な格差があき

らかにされています。 山田さん個人の生きる困難は、いままさに女性やシングルマザー、

難病による障碍者、ひとり親世帯内の子どもが抱えている困難に共通しているし、社会

的解決を必要としているため、多くの人に知ってもらいたいし、裁判に訴え続けてくれ

ている山田さんを支えなくてはいけないと思います。 

障害基礎年金の額（障害１級）は、977,125円であり、「子加算」は２人目まで年額で

約224,700円、３人目以降の子は１人につき約74,900円です。 

児童扶養手当は、子ども１人の母子世帯の場合、収入年額160万円（所得額では87万円）

未満の場合には全部支給額（月額43,160円）が支給され、収入が160万円以上365万円（所

得額では87万円以上230万円）未満の場合には一部支給額が支給されるが、第２子につい

ては月額最大で１万円、第３子以降は１人につき最大で月額6,000円となります。「児童

扶養手当」や「年金の子加算」の額の低さは、子どもの生きる経済的保障にはほど遠い。

「児童扶養手当」も年金「子の加算」もが十分な金額ではない状態で、併給調整するこ

と事態が問題。 

子どもに立場にたって考えてみると、どうして兄弟姉妹の間で使える金額に差がつい

ているのか、ということになるだろう。４人目となると、児童扶養手当がうけとれなく

なる併給調整は、ますます貧困になる要因となる。本来、児童扶養手当は子どものため

に、年金の子加算は、子どもの親に必要なものです。 

シングルマザーサポート団体全国協議会の行動計画では、世帯内の子どもたち１人ひ

とりの育ちを応援するため、児童扶養手当は子ども一人につき５万円とするよう拡充す

ることや、20歳までの延長、生活保護制度の改善、世帯単位ではなく個人単位の社会保

障制度などへの改善を上げています。 

今回、大学教授の専門家が１カ月間、山田さんの家におじゃまして家計についての実

態調査をし、家計についての証拠書類を大阪高裁に提出することまでしています。京都

地裁の判決では憲法に規定された法の下の平等・健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利は認められなかった。11月9日の国側の反論では依然として行政の裁量の範囲である

との論調であるが、法の下に人権を保障しようと思えば、児童扶養手当の金額の改正が

必要であり、政府に法改正をするよう私たちは要望します。（mame/masa） 
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＜教育費セミナー＞ 

９月26日（日）明石市ひとり親家庭交流事

業のセミナー 『準備しよう！知っておきた

い教育費のこと』を開催しました。 

今回はなんと初めてのオンラインセミナ

ーに挑戦！ 事前準備を丁寧に行い、テスト

もして当日に備えましたが、不具合も出まし

た。しかし、皆さんの協力でなんとか乗り越

えることもできました。次回からは、お母さ

んたちも私たちももうちょっと慣れるかし

ら？ いつもなら会場の雰囲気もお見せす

ることもできるのですが、スクリーンショッ

トもしない約束なので、資料の写真のみです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師は毎年お世話になっている丸山裕代

さん（しんぐるまざあず・ふぉーらむの理事、

社会福祉士、産業カウンセラー、キャリアコ

ンサルタント）。 

膨大な資料をもとに 

(1)ライフプランについて（お金の把握・貯

蓄・収入UP） 

(2)子どもの支援について（子どものための

制度理解と教育費） 

(3)子ども教育とこれからについて 

を詳しく講義してもらいました。 

また、参加者のお母さんたちに現在の我が

家の状況を把握してもらうためにライフプ

ラン表、キャッシュフロ―表を書き込むワー

クもしました。 

質疑応答や交流会では、画面共有や、チャ

ット参加で自己紹介や教育費について話を

したり情報交換しました。 

子どもの年齢にもよるが現状をしっかり把

握して教育資金を得る対策を考えること。子

どもが成長してからの自分のライフプラン

を考えること。そのためにも受援力の大切さ

も力説されました。 

 

＜クリスマス会＞ 

12月５日（日）、明石市のウィズあかしで

『親子で楽しむクリスマス交流会』を開催し

ました。 

今回のメインはバルーンアート！ パフ

ォーマーがピンクの衣装に身を包み、取り出

した風船から花、動物、剣、キャラクターな

どがドンドン作られてきて子供たちは、食い

入るように見て「ウサギさん」「アンパンマ

ン！」と大喜びでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

明石 
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親子でクリスマスリースも作りました。 

赤と緑の細長い風船をねじねじして素敵な

Xmasリースが出来上がりみんなでぱちり！ 

そのあと、子どもたちはクリスマスの大型

絵本の読み聞かせや遊具で遊びました。その

間にママやパパたちはを子育てや仕事の悩

みを聞いてもらったりや情報交換をしまし

た。最後にお菓子のプレゼントをもらってニ

コニコの子どもたちでした。 

 

 

 

 

＜離婚後のお悩み相談＞ 

９月11日（土）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、さまざ

ま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。 

 

 

 

 

 

面会交流では子どもに対する虐待や親の

ＤＶ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てから個別相談にも

対応していただきました。 

 

＜性教育セミナー＞ 

11月13日（土）奈良市男女共同参画センタ

ーあすならで 奈良市ひとり親家庭等生活支

援事業 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、悩んでいま

せんか？」を開催しました。  

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運営者）。 

なかなか家庭で話題にしにくい性教育の

ことを正しい基礎知識と子どもを取り巻く

環境に十分気を付けながらフランクにオー

プンに愛情をもって語り掛けることをお話

していただきました。 ネット社会の中で子

どもが裸の写真を送らされるなどの被害の

問題や性的同意をしっかり子どもに伝えて

いくこともお話されました。  

 

 

 

 

 

 

 

参加者のお母さんたちの子どもの年齢は

様々で、多くの質問があり悩んでおられる様

子がありました。「何歳まで子どもと一緒に

寝てもいいのか？」 「男女の兄弟で同室だ

が」 シングルマザーの家庭の住宅事情も話

されました。 「母の再婚相手や恋人から性

被害を受ける相談がある」「小５の息子がエ

奈良 
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ロ動画を見ている」 伊田先生からは子ども

が彼女の裸の写真を撮るなどの加害者にな

らないように子どもと話をすることを言わ

れました。 性教育はどの年齢にとっても難

しい課題です。 

 

＜クリスマス会＞ 

12月18日（土）奈良市男女共同参画センタ

ーあすならで 『親子でハッピークリスマス

会』 を開催しました。今年は参加者が多く

（親14世帯、子ども19人）大きな会場で楽し

むことができました。 

奈良のママたち２人による司会進行でス

タートし、まず、マジシャンの浅川さんによ

るマジックショー！ 長い風船が浅川さん

の口の中に吸い込まれるように入り、不思議

不思議全部入ってしまい、お腹をまんぷくそ

うに撫でる浅川さん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いてマーブルチョコマジック、トランプ

マジック、眼鏡マジック、そしてスプーン曲

げと披露してもらいました。子どもたちは浅

川さんの目の前まで椅子を移動して食い入

るように見ていました。 お母さんたちから

も「スプーン曲げを教えてほしい」「生で初

めて見た。」「すごかった！」と感想をいわれ

ていました。 

その次はスタッフの鈴木さんによるクリ

スマスソングメドレー。 

♪あわてんぼうのサンタクロース♪や♪き

よしこの夜♪をギター演奏で歌ってもらい

ました。 

マジシャンの浅川さんと鈴木さんを囲ん

で皆で写真撮影をして第１部は終わり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部はママたちのトークタイム。３つの

グループに分かれて仕事や子育ての悩み（学

童保育や子どもの習い事）自分（母親）が入

院したら子どもを誰に見てもらおう？どう

しようという不安。 

離婚したてのママからは面会交流や養育

費の話などリアルな悩みが語られました。 

奈良の養育費保証の補助金制度にも関心が

集まりました。 

その間に小さい子どもたちは、保育士さん

に保育してもらい、大きい子供さんは、お絵

かき、シールはり、パズル、オセロゲームな

どを楽しみました。マジシャンの浅川さんか

ら直接トランプの手ほどきを教えてもいら

っている小学校高学年や中学生のこどもた

ちもいました。次は子どもたちがマジックを

するかもしれませんね。帰りにはお土産をも

らいました。 

関西よつば連絡会さん提供のお米（4.5キ

ロ）と地元の子ども食堂さんからのプレゼン

トもいただき、親子ともニコニコでした。 
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＜魚釣り＞ 

10月17日(日)尼崎市立魚釣り公園へ、総勢

23名で行きました。 

あまり強風だと入園中止になるので、ぎり

ぎりまで心配し、尼崎城などの代替案も考え

ていました。風は強かったですが秋晴れで皆、

厚着して魚つりを楽しみました。魚釣りは初

めてというママたちがほとんどで釣り上げ

た魚を針から取るのも一苦労。でも、だんだ

ん慣れてきてアジやさばを釣り上げて大喜

びでした。 

お弁当もお魚メニューで美味しく、みそ汁

のサービスまでありました。一日中、魚釣り

を楽しみ、釣った魚をさばいてくれるサービ

スもあり、ママたちは 「今晩はフライにす

る」と大満足！ また行きたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜バーベキュー＞ 

11月20日（日）大阪府豊中市の服部緑地で

「ＢＢＱin服部緑地」をしました。尼崎おし

ゃべり会のメンバーが企画。チラシを作り、

予算を考えてメニューを練りに練って、皆さ

んが大満足のＢＢＱが楽しめました。おと

な・子ども合わせて22名の参加でした。 

子どもたちが大好きなお肉、野菜、おにぎ

りのセットに付け加え、各自、持ち込みＯＫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

でかぼちゃ、厚揚げ、ピーマンや焼き芋、お

肉の追加、マシュマロなどバラエティーに富

んでいました。 

子どもたちも「お肉燃えたぁ」「マシュマ

ロがアイスみたいで甘い！」と、喜んでいま

した。 

そのあと目の前の公園で遊んだのですが、

ここでハプニングが発生！！ 男の子２人

でキャッチボールをしていたのですがボー

ルが背の高い木の枝葉に引っ掛かりそれを

とろうとして投げたボールがまた引っ掛か

りました。近くで遊んでいた大人の人がサッ

カーボールをいろいろな方向から投げて何

とか取ろうとしてくれたのですが、それも引

っ掛かり、ミイラ取りがミイラになる状態

に！！ 

公園管理事務所から長い長ーーーーい棒

でとってもらうと周りのギャラリーの皆さ

んからも「おーー」と拍手。 

教訓：高い木のそばではキャッチボールしな

いこと！ 面白い１日でした！ 

 

＜クリスマス会＞ 

12月12日（日）尼崎・トレピエでクリスマ

ス会を開催しました。今年もママと子どもた

ちのかくし芸が炸裂！ 

トップバッターはマジックショー！ 目

にも止まらない速さで赤いスティックが空

尼崎 
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中から飛び出し、みんなで大拍手。 

次はママと子どもで ♪きよしこの夜♪

の演奏。ママがキーボード。こどもがバイオ

リンを弾き、息もぴったりの演奏でした。 

「僕もする」 とけん玉の技を披露してくれ

る男の子も登場し、大盛りあがりでした。 

そのあとは、ケーキやみかんやお菓子を食

べ、ママたちのおしゃべり会をしました。 

洋服の交換会や、おてらおやつクラブさまか

らいただいたお菓子や果物を皆でおすそ分

けもしました。 

来年、どんなことをした？と聞くと「魚釣

り」「映画会」「野球」「USJに行きたい！」「ユ

ニバーサルがいい！」 など子どもたちの夢

も大きかったです。 

来年、いい年にしたいですね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜『リトルマーメイド』を観ました＞ 

11月は芸術の秋にちなんで観劇の機会（野

外交流会）を設けました。 

演目は劇団四季『リトルマーメイド』です。 

参加した子ども達は劇団四季の舞台をはじ

めて観る子どもも多く、かわいらしいアリエ

ルや色鮮やかな海の世界、迫力満点のアース

ラに見入っていました。 

『アリエルかわいい』『うたがたのしかっ

た！』と2時間40分（休憩あり）上手に観劇

することが出来ました。 

子ども達に一番人気があったキャラクター

は、悪役 海の魔女『アースラ』だったのは

意外でしたが、子ども達の感性はおもしろい

な～と感じました。 

保護者どうしは子どもや自身のことなど、他

愛もない会話を楽しんでおられ『久しぶりに

有意義な時間が過ごせました』という声が聞

かれました。 

本物を観て・感じる事で、子ども達にとって

よい刺激になっていたらうれしいです。 

今回の企画は赤い羽根共同募金の助成を受

けて実施ができたのですが、『宝塚のような

団体（ひとり親支援の自助グループ）にぜひ

企画してほしいんです』と声をかけていただ

けたこと、とてもうれしかったです。 

 

＜お米プレゼント＞ 

12月はお米プレゼント（食料支援）を実施

しました。 

お米はコロナ渦への支援として安心安全

な食品の流通に取り組んでおられる関西よ

つ葉連絡会様が寄付をしてくださり、このよ

うな機会を設けることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な方には食品（乾麺やたこ焼き粉、お

菓子、珈琲など）や生理用品も一緒にお持ち

帰りいただき、こちらは宝塚社協ボランティ

宝塚 

https://ja-jp.facebook.com/413013195560200/photos/pcb.1850804778447694/1850788151782690/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARC4_JnhW2G3NI-M0myWxNQlVUJ8ycU0gC9UrPsJoW7BqUEka6NhR8AdO1ZZixW7aXdGgKW4gPxHNWkA&__xts__[0]=68.ARBRdrYMMQayNb2uQ-3yAYKA465MymTRGF4dgnQAfy3E-5B6lbSndmke6C_jqjNZQ5FraUuQOJxlSqd0DZoy9gKGuFaLYrP4IxSMgfmNW9OTLSNKh009LZQgqX6NpIO6YO-h9eQ8QV5GlS8zo83pwPx5xfZ4sAOH1X46IYqylOvFf6ZwXprkElrqqLeu-dFe0WLfk5xm54U_ZYEiImqS_TWIr2_MNz6e-5THofI3ogH9ZIL1JBfytcEVZQhVdPMFvoIrN_kvkqhovc_qLVvveQsK98FXxy90l17XkgLZF9K5zULsUDBaxQ
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ア活動センター様（フードドライブ）とすみ

れウィメンズプロジェクト様がご協力くだ

さいました。 

当日は20家庭の方が取りに来られ、親子で

『どれにする？』と食品を選ぶ姿や、お米を

入れたかばんを持つお手伝いをする頼りに

なる子どもの姿も見られました。 

保護者の方からは『お米ほんとに助かりま

す。すぐになくなるので…』『宝塚なら（距

離的に）まだ近いので、交流会があれば参加

したいです』とうれしい声も聞かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

すみれウィメンズプロジェクトからの生理用品 

 

今後も子どもを主体に、『親子で楽しめる』

催しを企画していきたいと思います。 

子ども達はもちろん、日ごろ１人で子育て・

仕事をがんばっている親御さんもたまには

息抜きをしながら笑顔で過ごしましょう！ 

宝塚へのお問合せは 

【メール】 2018.pokkapoka@gmail.com か

【Twitter】@pokkapoka2018へ。 

 

 

 

 

 

＜クリスマス会＞ 

クリスマス会のメインイベントは、長野た

かしさん・森川あや子さんの人形劇。楽しい

人形劇に子どもたちはかぶり付きで、舞台と

掛け合いながらしっかり楽しんでいました。

そして、元気のでる歌も聞かせていただき、

すばらしい演奏に感動しました。 

その後は石橋ロールを食べながら、車座に

なり交流会をしました。初めてお会いする親

子が３名おられ自己紹介をしました。 

時間は早く過ぎ、皆さんお米や化粧品など

を手に解散しました。久しぶりの箕面のイベ

ントでしたが、17名も参加され、豪華なゲス

トに楽しい１日となりました。（kumi） 

 

 

 

 

12/20(日)年内最後の

交流会を開催しまし

た！ 今回はしめなわ

づくり。それぞれの個性

で出来上がりも様々。み

んな違ってて、それぞれにいいところがあっ

て見つけ合うのもまた楽しい。 

こんな仲間づくりを来年も続けていきま

す。また遊びに来てくださいね！ 

（参加者６名、12名の方におてらおやつクラ

ブさんのおすそわけを配布いたしました。） 

 

 

 

 

 

 

 

【映画自主上映会のお知らせ】 

１月は映画上映会開催しますので定例会

はお休みです。 

シングルマザーの母が始めた共同保育の試

み“沈没家族” 

箕面 

神戸ウエスト 

mailto:2018.pokkapoka@gmail.com


12 

 

あたらしい“家族のカタチ”を問いかけるド

キュメンタリー 

終了後（15時～）監督の講演会があります！ 

『沈没家族 劇場版』（2018／93分） 

監督・撮影・編集：加納 土 

場所：垂水区民センター多目的ホール 

日時: 1月23日（日）13時上映 

大人500円 (80名） 

※要予約 保育あり 

※お申込みはこちらのGoogleフォームへ 

https://forms.gle/V7EkQRmiQgEtkvHx8 

（CO・OP共済地域ささえあい助成・コープと

もしびボランティア振興財団助成事業） 

「沈没家族 劇場版」公式ホームページ 

http://chinbotsu.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜お米プレゼント＞ 

11月３日（水・祝）大阪おしゃべり会主催

で、大阪市などに在住のシングルマザー対象

の食糧支援として約110世帯に、お米・お菓

子などを直接手渡し配布した。コロナ禍が沈

静化していたとはいえ、用心しながら開催。

天神橋六丁目駅上の住宅情報センターの会

場まで、文化の日にわざわざ足を運んでもら

ったのは、顔の見えない「箱詰めの配送」で

はなく、直接に手渡して、シングルマザー親

子と私たちが「出会う機会」にしたいと思っ

たからだ。配る私たちも年を食ったシングル

マザーだったが、取りに来た方々も「どんな

人達が配っているのか」おっかなびっくり、

「なんや、おばさんやんか」と。 

お米を受け取ったシングルマザーが、出口

で「ホントに、これだけ??」と明るく聞き返

されていた。「これだけですよ」とこちらも。

何か、勧誘されるか、説教されるか、研修か、

「強要」されるかと不安だったのかな。 

子どもたちも親に連れ立ってきて、好きな

お菓子を選んでゲット。お菓子を用意してい

て本当によかったです。天王寺動物園へ行っ

た帰りに天六に来た親子もいた。良い「文化

の日」になった。 

祝日も仕事のシングルマザーは、お米の配

布の時間帯に間に合わないという方もおら

れた。残念。残念。 

来年、またの機会を。よろしく。なお、お

米は、関西よつば連絡会さんの寄付でした。 

 

多くの寄付・カンパなどをお寄せ下さった 

方々へお礼を申しあげます 

本当に、本当に、ありがとうございました。 

シングルマザーへの支援に、ご協力頂いた多

くの方々に感謝いたします。 

特に、団体さま、個人さまも、コンスタン

トな暖かい長期のご支援をいただくのは、な

かなか大変なことと思います。クリスマスな

ど、子どもの喜びそうなお菓子や食品など

色々と送って頂きありがとうございます。 

頂いたものを分けて、しんどい生活状況の

シングルマザーにから箱詰めで配送してい

ます。シングルマザーから「つながっている」

思いをこめたお礼の返事をもらうと嬉しい

限りです。コロナ禍が早く収束することを願

って、いいお年を。（mame） 

大阪 

http://chinbotsu.com/
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

９月24日(金)電話相談 

９月26日(日)明石・教育費セミナー(オンライン) 

      定例会議 

９月27日(月)日経新聞さんの取材を受ける 

９月28日(火）関西よつば連絡会さんの事務所を訪

問(食品支援の件) 

９月29日(水)ニュース発送作業 

10月１日(金)電話相談 

10月２日(土)YMCA学院で講演(枝村理事) 

10月４日(月)大阪人権博物館さん来所（なにわ人権

展について） 

10月８日(金)電話相談 

10月13日(火）尼崎市市役所子ども課訪問 

10月14日(水)西宮市役所子ども課訪問 

      明石市役所児童福祉課訪問 

10月15日(金)電話相談 

10月16日(土)全国ズーム会議 

10月17日(日)尼崎魚つり会 

10月20日(水)朝日新聞さんの取材をうける 

近畿２府４県の衆議院議員選挙立候補者155人に要

望書と行動計画を送る 

10月22日(金)電話相談 

10月23日(土)西宮と尼崎のおしゃべり会でお米プ

レゼント会をする。 

10月28日(木)大阪人権博物館さんと制作会社の人

来所（なにわ人権展のインタビュー取材を受ける） 

10月29日(金)電話相談 

11月1日(月)関西よつば連絡会ニュース「よつばつ

うしん」11月号に食糧支援の様子を掲載 

11月３日(水・祝)大阪住まいの相談センターでお米

プレゼント(110世帯) 

11月５日(金) 電話相談 

11月６日(土)奈良市三笠公民館イベントに参加 

11月10日(水)～12日(金)神戸市垂水区でお米プレ

ゼント 

11月12日(金)電話相談 

11月13日(土)奈良市性教育セミナー 

      明石市・親子交流会 

      西宮市・おしゃべり会 

11月14日(日)意見交流会と理事会 

11月19日(金)電話相談 

      NPO法人すーみんさん来所 

11月2０日(土)全国協議会ズーム会議 

11月21日(日)尼崎BBQ会 

11月26日(金)電話相談 

12月１日(水)なにわ人権展オンライン講演会配信

スタート(3月31日まで) 

12月３日(金)電話相談 

12月５日(日)明石市・クリスマス会 

12月10日(金)電話相談 

12月11日(土)箕面・クリスマス会 

12月12日(日)尼崎・クリスマス会 

12月17日(金)電話相談 

12月18日(土)奈良市・クリスマス会 

      全国協議会ズーム会議 

12月19日(日)宝塚・お米プレゼント 

12月24日(金)電話相談 

 

 

 

障害のあるひとり親の 

児童扶養手当併給調整違憲裁判 

（５ページつづき） 

第３回目の控訴審……11月の国側の反論に

対する原告側の反論が行われます。 

場所：大阪高等裁判所 

（大阪市北区西天満2丁目） 

日時：2022年２月４日(金) 14時30分～ 

傍聴可能。国に対して、どんな新たな反論

がなされるか期待される。裁判の後、弁護士

団による「説明集会」が弁護士会館で行われ、

毎回、とても勉強になります。児童扶養手当

法の本質的問題・課題・歴史などについて、

より深く学べ、知らないことがいっぱい。 

是非、傍聴に来てください。 



明石 ひとり親のためのハッピーセミナーイベント 

    『ひとり親のサポート制度を学ぼう！』 

１月30日（日）13時30分～16時  ＠ウィズあかし 701号室 

講師：神原文子さん（社会学者） 参加無料  定員：20人（要申込 多数抽選） 

対象： 明石市在住のシングルマザー・シングルファーザー（プレシングルの方も） 

申込： ハガキかメールで1/20までにお申し込みください 

〒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 

    『ものづくりを通して、こころをすこやかに 

―デコパージュバッグとマスクづくり―』 

２月５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： 栗本美百合さん （臨床心理士、公認心理士） 

対象： 奈良市在住のシングルマザー、シングルファーザー 

申込：１/28(金)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・・・１月16日（日）、２月20日（日）、３月20日（日）13時30分～ 

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・・定例会 第3日曜日 17時30分～ １月は映画会です。11ページ参照 

場所：コープミニ東舞子店 組合員室 

箕面・・・『シングル単位の社会とは 個人として生きる 多様な家族とは』 

講師：伊田広行さん（社会学者） 講演後交流会あり ＠市民交流センター 

保育は1月7日までに申し込んでください 070-6505-2307（鈴木） 

宝塚・・・2018.pokkapoka@gmail.com へメールしてください 

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 

要申込 

保育あり 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、記載のイベント等が延期・変更・中止となる場合があります。 

mailto:2018.pokkapoka@gmail.com

