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ＮＰＯ法人 
2022年 6月 15日 
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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。  電話相談の 

時間が増えました 

３ページを見てね 

お知らせや報告は 

ホームページや 

Facebookもご覧ください 

フェイスブックは 

ホームページからも入れます 

〒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・ 

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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 大阪府共同募金会 地域の子どもの福祉のための助成事業 

 大阪府共同募金会の「令和３年度 地域の子どもの福祉のための助成事業」を受けて

多くのシングルマザー親子に図書カード、虐待防止セミナー、野外交流会をプレゼン

ト！！ 共同募金会さんありがとうございました！！ 

 今年１月に社会福祉法人大阪府共同募金会さんから「地域の子どもの福祉のための助

成事業」の話があり、受けることができました。 

この事業は子どもの貧困、虐待の防止、虐待を受けた子どものケアなどが大きな目的。 

 シングルマザー親子の多くは貧困や時間のなさで野外活動や文化活動への参加の場が

奪われていることが多い。又、家庭の中で親子が煮詰まって子どもに手を挙げてしまう

場面もあります。そのケアのためにも①シングルマザー親子への文化体験の機会を提供

すること。②子どもの進学、進級お祝い図書カードプレゼント事業。③貧困を補う目的

や虐待防止セミナーの実施。を具体的にあげました。 

 

① 野外交流会 

 これまで各地域でした親子の交流会をはじめ新たな野外交流会を企画しました。新三

田農園のいちご狩りでは３種類のいちごを食べ比べしながら親子とも大満足。その後、

有馬富士公園で走り回って遊び回る子どもたち。４月には須磨浦山上遊園に行きました。

山上からみる明石海峡大橋と淡路島の雄大な大パノラマの中でお花見も楽しみました。

子どもたちはユニークな乗り物(カーレーターやサイクルモノレールなど)に大はしゃぎ

でした。 

② 図書カードプレゼント 

 500世帯の子どもたちに2500円分の図書カードをプレゼントすることができました。ち

ょうど３月で進級進学の季節で、子どもたちからイラストいりの可愛いお礼状も沢山届

きました。「図書館で本を借りる順番がなかなか回ってこないので好きな本を図書カード

で買います。」「ぼくは怪傑ゾロリの本が好きです。」と子どもたちの顔が想像できるお礼

状でした。 
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③ 虐待防止セミナー 

 ＮＰＯ法人児童虐待防止法協会の川本典子さんを講師に迎えて「子どもに手をあげそ

うになったら？ ―これってしつけなの？ぎゃ・く・た・い―」を開催しました。 

 虐待と躾のちがい、子育ての不安と自己肯定感の大切さなど多くのことを学びました。 

 

 相談事業 

 こんにちは。皆さん、コロナ禍でお困りのことも多いと思います。相談日時が６月よ

り拡大されます。 

 社会福祉士を中心としたスタッフが、対応いたします。是非、お気軽にお問合せくだ

さい。ひとりで悩まずに解決策を一緒に考えていきましょう！ 

＜電話相談＞  

毎週金曜日 15時～19時 

毎週水曜日 13時～17時 

第４土曜日 14時～17時 

不定期（土・日）月２回 13時～16時 

６月は４日、12日  ７月は９日、17日 

※大勢の方にご相談いただきたいと思っておりますので、お一人30分程度でお願いいた

します。内容により、後日返信させていただく場合がございます。あらかじめご了承く

ださい。 

※ご希望により、各行政機関等に同行支援を行っております。 

詳細は相談時にお問い合わせください。 

＜メール相談＞ 

 随時受け付けております。内容により、回答までしばらくお時間をいただく場合もご

ざいますが必ず返信いたします。お急ぎでない場合は是非こちらをご利用ください。 

相談電話番号：06-6147-9771 

メール：mail@smf-kansai.main.jp  

 

 10万円の給付金不支給問題の解決  パート２ 

 前号の66号で令和３年度子育て世帯等臨時特別支援事業としての10万円給付が一部の

シングルマザーには届かない不支給問題を取り上げましたが、その続きです。給付金は

2021年10月支払いの児童手当口座に振り込まれるため、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給付金は元父親に入り実際に子どもを養育している母親の元
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には入らないという不合理な問題です。全国で２万以上の世帯が受け取られませんので

決して少なくありません。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

のシングルマザーの団体がそれぞれ地元の自治体に働きかけたり情報を共有しながら活

動を進めてきました。 

 今年に入り、関西では阪神間の自治体へ要望書を提出して市長さんや担当者の方と話

をすることが出来ました。又、事務所に大阪選出の国会議員や市会議員さんが話を聞き

に来られました。当会のFBやHPの記事を見て市議会で取り上げられ市長からすぐに取り

組むという返事を得ることができた自治体もありました。 

その後、国からの問題解決にむけての大きな動きがあり、各自治体も解決の方向に向か

っています。（絹） 

 

  合宿 

 ２年間コロナ禍で中止していましたが、今年はお楽しみの合宿をします。 

 多くの寄付者のお気持ちがあり、今年は安い費用で参加してもらえます。 

日程：７月23日（土）～24日（日） 

荒天振替日：８月27日（土）〜28日（日） 

集合：７月23日（土）10時 能勢電鉄日生中央駅 （24日12時 現地解散） 

宿泊先：尼崎市立青少年いこいの家（TEL ０７２－７６８－０６１４） 

    https://www.aspf.or.jp/ikoi/  （兵庫県川辺郡猪名川町万善字東山6-1） 

内容：テントを立てよう、薪割り体験、、BBQ、キャンプファイヤー、川遊び  

旅行代金：大人 900円  子ども（20歳以下）700円 

     宿泊代、食事代（１日目夕、２日目朝）、保険料を含みます。 

＊１日目の昼食はご持参ください。（現地で食べます。） 

現地までの交通費も各自お支払いください。 

申し込み方法：Googleフォームで６月１日から受け付けを開始しました。 

定員40名（子ども含む）の抽選   URL：https://forms.gle/kmSyn7bmJSjeJZVW9  

 

 障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判 

 6月24日金曜日 ２:30より、大阪高等裁判所にて😺京都Ｙさんの

「障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲裁判」の控訴審が

あります。原告側から国と京都府への反論２回目が行われます。 

傍聴希望者は前日までに事務所まで電話やメールで連絡下さい 

https://forms.gle/kmSyn7bmJSjeJZVW9
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＜ひとり親のサポート制度を学ぼう＞ 

 １月30日(日)、明石市のウィズあかしで明

石市のひとり親家庭交流事業 『ひとり親の

サポート制度を学ぼう！』を開催しました。

講師は社会学者の神原文子さん。 

 

 

 

 

 

 

 

 離婚したこと（すること）についてと、サ

ポート制度についての２つのテーマで話が

進められ、これまでシングルマザーの支援団

体とのかかわりや家庭裁判所調停員の経験

からの具体的なアドバイスや情報提供がさ

れました。 

〇破綻した夫婦関係を我慢しないこと。 

〇離婚は法的に解決する。 

〇離婚後の生活をシミュレーションして準

備する。 

〇権利意識を持ちながらも人に支援をもと

める。 

〇子どもを生きがいにしないが、家族として

協力しあうポリシーを持つこと 

 など盛りだくさんでエネルギッシュな内

容でした。 

 サポート制度では明石市の「サポートパン

フレット」を見ながらどのような制度が使え

るか？を具体的に説明。後半は、参加者の方

たちからの質疑応答や感想、相談などが自己

紹介とともにはなされました。離婚したママ

にもこれから離婚を考えているママにも次

の一歩を大きく踏み出すきっかけになった

セミナーでした。（絹） 

 

＜体を動かして親子で遊ぼう！ 

     キッズ英語を楽しもう！＞ 

 ３月５日(土)、今年度最後の明石市ひとり

親家庭交流会 『体を動かして親子で遊ぼ

う！キッズ英語を楽しもう！』を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 講師はＮＰＯ法人フルーツバスケットさ

ん。コロナ禍ですが、７組の親子で16人の方

に集まっていただき、すっかり春めいた土曜

の午後を楽しく過ごしました。 

 先生の英語に最初は緊張気味だったお友

達も、だんだん慣れてきて、リズムに合わせ

て飛んだり跳ねたり。お父さんもお母さんも

ノリノリでした。 

 思いっきり遊んだ後は、お母さん方は数名

ずつ分かれてお話会に参加。子どもたちはパ

ズルやお絵かきなどそれぞれ思い思いに過

ごしました。春は進学や進級を迎えて環境も

変わります。それぞれ抱えている悩みは違い

ますが、それを吐き出せる「仲間」の存在は

力になります。「またね、グッバーイ!!」と

元気におうちに帰りました。（絹） 

  地域グループからの報告＆お知らせ 

明石 
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＜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作り―＞ 

 ２月５日(土)、奈良の「あすなら」にてセ

ミナー『ものづくりを通して、こころをすこ

やかに ーデコパージュバッグとマスク作

りー』 を開催しました。講師は栗本美百合

さん（臨床心理士・公認心理士）。コロナ禍

だからこそ、「ものづくりを行うことで、こ

ころとからだをほぐしましょう」というテー

マで座学とアート活動を行いました。 

 座学では、アート活動（遊び）は心の余裕

やケアにつながり、体の健康にもつながって

いるという話をわかりやすく教えていただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 アート活動では、まずはカラーペンを使っ

てティッシュアートを楽しみ、その後バッグ

とマスクにデコパージュをしました。 

 デコパージュをする為にたくさんのステ

キな紙ナプキンが用意され、それだけでもウ

キウキする光景でした。みなさんどれを使っ

てどんなデザインにするかを迷っている姿

が楽しそうでした。小学生以上の子ども達が

お母さんと一緒に取り組むことができたこ

ともよかったです。親子や近くの席の方と

『どれにする？』『あっ！これかわいいね』

など、会話も弾んでいました。みなさん終了

時間になっても夢中で取り組まれていたの

で、座学で学んだことを体験することができ

たひと時でした。 

 ステキなバッグとマスクがたくさん完成

しており、『みてみて～』と子どもがバッグ

を見せにきてくれたことも微笑ましかった

です。コロナ渦だからこそ、体だけではなく

こころのケアも意

識的に取り入れ、楽

しいと思える時間

を増やしたいと感

じた有意義なセミ

ナーでした。（絹） 

 

 

 

 

 １月と２月はおしゃべり会をして食料品

をはじめ物資支援を行いました。 

 来年度どんなことをしたいか？ 助成金

の申請も一緒に考えました。 

 

＜虐待防止セミナー＞ 

 ３月20日(日)、尼崎市立女性センタートレ

ピエで虐待防止セミナー 『子どもに手をあ

げそうになったら？ ―これってしつけな

の？ぎゃ・く・た・い？―』を行いました。 

 講師はNPO法人児童虐待防止協会の川本典

子さん。児童虐待防止協会は1990年日本で初

めての民間団体として設立し、子どもの虐待

ホットラインも匿名でも受け付けている団

体です。2020年～法律で体罰が禁止になった

のは子どもたちの虐待死が後押し。参加者の

皆さんが一番気になるのは私のしているの

はしつけなのだろうか？虐待と躾の違い、自

分の子育ての不安を打ち消したい、自己肯定

感の大切さなど話されました。子どもの頃の

否定的な取り扱いが脳の発育にどう影響す

るか研究されているかの興味的な話もあり

奈良 

尼崎 
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ました。 

 質疑応答では、子育ての不安が多く出され、

スマホでトラブルになり警察を呼ばれたこ

となどの話もありました。（絹） 

 

＜須磨浦山上遊園＞ 

 ４月３日(日)、須磨浦山上遊園に行きまし

た。ちょっとお天気が心配でしたが、何とか

曇り空が最後までもってくれ、春霞の中の桜

の美しさ、山上からみる明石海峡大橋と淡路

島の雄大な大パノラマをみなさん、写真に収

めていましたよ。 

 今回はユニークな乗り物が子ども達のお

楽しみの一つ。山陽電車に乗って須磨浦公園

に着き、そこからロープウェイとカーレータ

ーで山上に到着。カーレーターは遊園地にあ

るような２人乗りの乗り物でガタガタする

振動もどこか昭和の遊園地風。そして、お弁

当の後はサイクルモノレールに乗りました。

これは自分で漕いで

レールの上を進み、空

中散歩できる二人乗

り自転車。桜の美しい

ところではサイクル

モノレールを止めて

パチリ！ 

 もちろん地道の山

道もしっかり歩きま

した。子どもたちは全

く大丈夫でしたが、ママたちは「足、つかれ

たぁ」お弁当の後、簡単な自己紹介をしまし

た。初めてしんぐるまざあず・ふぉーらむ・

関西のイベントに参加された方もおられま

したが、子どもたちもすぐに仲良く遊び、マ

マたちもおしゃべりできました。おてらおや

つクラブさんから寄付して頂いたお菓子も

美味しく頂きました。 

 今年度も楽しい親子イベントやセミナー

など必要な情報や学びの場の提供も企画し

ますね。（絹） 

 

＜子どものためのプログラミング学習と 

          親子ビンゴ大会＞ 

 ４月17日（日）、尼崎市女性センタートレ

ピエで子どものためのプログラミング学習

と親子ビンゴ大会を開催しました。プログラ

ミング学習は小学校、中学校でも少しずつ取

り入れられており、保護者のママたちも子ど

もに今からしっかりと慣れておいてほしい

という期待もあり、小１から高１までの子ど

もさん11名が学びました。パソコンを持参さ

れる方もおられました。 

 講師の先生からプログラミングの説明の

後、さっそく実践です。「こどもコーディン

グ」というウサギがニンジンをゲットするゲ

ームをやりながら進めていきました。ひとり

１時間があっという間に過ぎ、子どもたちか

らは「おもしろかっ

た！」という声。マ

マたちは授業参観

の様に子どもの近

くにすわり、見守っ

たり、一緒に参加さ

れる姿もありまし

た。 

 

 その後、親子ビン

ゴ大会！！ 大人と子ども総勢27名で素敵

な賞品を目指してビンゴ大会を楽しみまし

た。数字が出るごとに「ビンゴ！！」と声が

あがり紙袋の賞品を選びました。皆さん、大

盛り上がり！！ 今年度初めてのおしゃべ

り会でもあり、初参加の方もおられるので、

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西の歴史
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を少し知ってもらいました。児童扶養手当改

悪反対闘争から出発して、経済的にも精神的

にも常にしんどいシングルマザーの生活を

よくしていこうと活動してきたこと、これか

らもそうしたいので会の中で仲良く励まし

あいながら交流しようと話しました。 

 

＜子づれシングルの知らなきゃ損する 

   支援制度 ―いろいろあるよ！―＞ 

 ５月15日(日）、尼崎市立女性センタートレ

ピエにおいて『子づれシングルの知らなきゃ

損する支援制度 ―いろいろあるよ！―』を

開催しました。講師は社会学者の神原文子さ

ん。 

 これはおしゃべり会のママたちが「自分が

シングルマザーなのにシングルマザーの施

策やお得な情報を知らないね」という話から

飛び出したリクエストセミナーです。 

 シングルマザーとプレシングルマザーだ

けでなく支援者側の人（議員さんや子育て支

援のグループの方）も参加されました。 

おまけに会場でのセミナーとズーム参加も

受け付けたハイブリット方式で臨んだセミ

ナーでした。初めてのことでドキドキでした

が、ズーム参加者からもチャットで質問を受

けることもできました。 

 国のひとり親家庭の自立支援策の体系か

ら話が進められ、皆さんの関心のある教育費

の就学支援制度、自治体の制度では地元尼崎

市の制度や全国的にも進んでいる明石市の

紹介もありました。 

 次に子づれシングルという生き方を選ん

だママたち、これから選ぼうというママたち

の背中をドーンと押してくれるようなパワ

ーのある話がされました。 

 離婚後の生きづらさを軽減するにはどう

すればいいか？ 

 経済的なこと、福祉施策の情報キャッチ、

助けてくれる人の確保、子どもへの伝え方、

行政サービスの活用方法など盛りだくさん

の学びでした。 

 セミナー終了後、質疑応答、そして交流会

でも様々な意見が出ました。シニアシングル

マザーの心配と対策、高校の授業料、奨学金

制度のこと、離婚準備のことなど皆さん切実

な話を出し合い、講師からアドバイスをもら

ったり、情報交換をして力をもらいました。 

 最後にコスメバンクさんからの化粧品や

おてらおやつクラブ様からの食料品など皆

さんでお分けして持ち帰っていただきまし

た。（絹） 

 

 

 

 

５月14日(土)の14時からいつものように

おしゃべり会が有りました。 

大概新規の方がぽつぽつといらっしゃり、

例え深刻なケースでもファシリテーター(進

行役)の職員さんや他の参加者の方々から、

私はこうしましたとか、こうしてはどうでし

ようか？と意見が出たり、ご自分に否定的な

思いをお持ちでも、そんな事無いですよと、

フォローが入り、少しでも気持ちが軽くなっ

て帰られるようにの思いで、私も参加させて

頂いています。帰りには支援物資を分けて持

って帰って頂きました。    （Y.M） 

 

 

 

 

 ３月13日に箕面文化・交流センターにて伊

田広行さんを講師に家族に囚われない家族

のあり方をテーマにお話して、いただきまし

西宮 

箕面 
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た。大人10人、保育１人でしたが、質問もも

りあがり、またお話聞きたいという感想も聞

かれました。 

６月25日は箕面のしんぐるまざーでもあ

る、アートセラピー協会や、アート専門学校

講師もされている北村真由美さんにお願い

して、花を描くをテーマにアートセラピーを

開催。絵を書くのはにがてな私も楽しみです。 

 

 

 

 

＜思い出の焼板プレートづくり・ 

焼きたてピザをみんなで楽しもう＞ 

（明石市ひとり親家庭交流事業） 

5/29(日）明石市立少年自然の家 

参加者：親10名、子ども14名 

 スタッフ・ボランティア９名 

コロナ禍のなか、なかなか一緒に食事をと

るというイベントがしづらかったのですが、

久々にゆっくりとした一日を過ごしていた

だけたのではないかと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度、明石市でひとり親家庭のお父さ

ん・お母さん、プレシングルの方向けにセミ

ナー・イベントを開催。お父さん・お母さん

たちの自主活動として交流会も企画してい

ます。 

＜自主上映会を開催＞ 

 １月23日(日)、前号で告知した映画『沈没

家族』上映会と加納 土監督のトークショー

は参加52名と好評でした。 

＜定例おしゃべり会＞ 

4/17（日）垂水区文化センターにて 

参加者 ８名（うち子ども２名） 

5/15(日）垂水区文化センターにて 

参加者３名 

 

＜シングルマザーのための 

勇気の出るパソコン講座＞ 

(神戸市社会福祉協議会 地域の子どもの福

祉の助成事業） 

4/17（日）第１回 参加者10名（うち保育ス

タッフ１名、子ども３名） 

5/15（日）第２回 参加者９名（うち保育ス

タッフ１名、子ども２名） 

第１回はご自身が楽しいと感じているこ

と、楽しそう、やってみたいと思っているこ

とをワークショップ形式で見つけていきま

した。パソコンを１年間貸し出しし、ご自身

の興味のあることからパソコンに親しんで

いただきます。 

第２回はお住まいの自治体の制度を題材

に、検索すること、編集しながら読み込んで

いく作業から、楽しくパソコンに触れていた

だくコツを学んでいただきました。 

「初期的な設定の仕方がよく分かった。」

「他の参加者と一緒にできたので安心でき

た。」「えー！！こんなに簡単に入力できる

の？！」などのお声を頂き、私たちも試行錯

誤しながら取り組んでいます。仲間づくりの

場ともなっています。 

 

＜「大人のトライやるウイーク?!」説明会＞ 

(コープ共済ささえあい助成事業） 

神戸ウエスト 
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5/15(日）13時～ 参加者５名 

地域ではいろんな団体がボランティア活

動をしています。近隣の高齢家庭のゴミ捨て、

介護施設でのヘアカットのお手伝い、小中学

校でのお掃除ボランティア、小学校でのプリ

ント学習の見守り、子育て制度の調査とパソ

コン入力などのボランティア活動体験をし、

来年2月に感想を共有します。生きがいづく

り仲間づくりの最初の一歩、私たちと踏み出

してください。参加者は随時募集中です。 

 

〇これからの予定 

6/11(土）コープこうべ第5地区活動本部の収

穫体験参加 

6/12(日）明石市ひとり親家庭交流会 

6/19（日）シングルマザーのための勇気の出

るパソコン講座 

6/19(日）定例おしゃべり会 

7/9(土）明石市ひとり親家庭交流事業 

「心の荷物のおろし方-オープンダイアロー

グ・グループセッション」（詳細は裏表紙） 

Facebookもご覧ください。  （安木） 

 

 

 

 

＜いちご狩り＞ 

 2月20日(日)、新三

田農園 いな岡さん

でいちご狩り(食育

体験)を体験しまし

た。 

農園の方にいちごにまつわる知識や食べ

方、初めて聞く話をたくさんしていただきま

した。「章姫」「紅ほっぺ」「かおり野」の3

品種を食べ比べしながらのいちご狩りがス

タート！ お子さんの美味しい、甘いーとい

う声が次々と聞こえる中、大人も負けずに食

べて大満足の体験になりました。 

その後は希望者の方々で有馬富士公園に

行きました。長い道のりも元気な子どもたち

先頭で到着し、広い公園を皆んなで走り回っ

て遊び、大人たちも普段話せないことや情報

交換などでき有意義な時間でした。 

異年齢の子どもたちが仲良く遊んでくれる

姿を見てほっこり癒される場面もありまし

たよ。たくさんのご参加いただきありがとう

ございました。 

 

＜ネスタリゾート神戸へ＞ 

 ３月13日(日)、おとな７名、子ども７名で

野外交流会をしました。 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍でストレス、失業、低賃金や職場

環境悪化、病気や障害など、どうにもならな

い生活状況は誰にでも襲って来ます。離婚の

ストレス、孤独感、教育費用、子育てのイラ

イラ、働き過ぎなど日頃は無意識に気を張り、

頑張り過ぎていませんか？ 生活費の切り

詰め、節約節約のストレス。心も体もいった

ん休ませましょう。どうしたって無理なら我

慢せず生活保護を申請しよう。生活保護とい

う考えから生活保障という考えも出て来て

ます。また私は、生活保護は最低限度のセー

フティーネットであってはならないと考え

てます。また障害年金や遺族年金、老齢年金

など、生活できないレベルなら社会保障とし

てはダメなので、積極的に生活保護を取って

行こう！ 

セーフティーネットの生活保護を 

積極的に申請しよう 

 

宝塚 
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＊＊＊活動日誌＊＊＊ 

１月５日(水)ニュース発送作業 

１月８日(土)西宮・おしゃべり会 

１月12日(水)子育て世帯等臨時特別支援事業の給

付金10万円不支給問題で尼崎市に申し入れ行動、担

当者と面談。 

１月14日(金)電話相談 

１月16日(日)尼崎・おしゃべり会 

１月19日(水)給付金問題で大阪市議来所 

１月21日(金)電話相談 

給付金問題で西宮市に申し入れ行動、市長と面談 

１月23日(日)神戸・おしゃべり会(映画「沈没家族」

上映) 

１月24日(月)給付金問題で伊丹市に申し入れ行動、

担当者と面談。 

１月28日(金)電話相談 

１月30日(日)明石・セミナー 

２月４日(金)電話相談 

２月５日(土)奈良市・セミナー 

２月６日(日)尼崎・学習支援 

２月７日(月)大阪共同募金会「地域の子どもの福祉

のための助成事業」図書カードプレゼント事業の作

業(3/31まで) 

２月11日(金)電話相談 

２月12日(土)給付金問題で大阪市議・国会議員来所 

２月18日(金)電話相談 

２月19日(土)明石・親子交流会 

２月20日(日)尼崎・おしゃべり会 

神戸・おしゃべり会(いちご狩り) 

全国ズーム会議 

２月25日(金)電話相談 

２月27日(日)定例会議 

３月４日(金)電話相談 

３月5日(土)明石・英語で遊ぼう 

尼崎女性フェスティバルで取り組み展示 

３月11日(金)電話相談 

メールマガジン発行 

3月13日(日)箕面・セミナー 

宝塚・野外交流会 

３月18日(金)電話相談 

３月20日(日)神戸・おしゃべり会 

尼崎・虐待防止セミナー(大阪府共同募金会助成事業) 

３月23日(水)alittleさん来所 

３月25日(金)電話相談 

３月27日(日)尼崎・学習支援 

定例会議 

４月１日(金)電話相談 

４月３日(日)須磨浦山上遊園で野外交流会(大阪府

共同募金会助成事業) 

４月８日(金)電話相談 

４月15日(金)電話相談 

４月16日(土)全国ズーム会議 

４月17日(日)神戸・パソコンセミナー 

尼崎・ビンゴ大会とプログラミング学習 

４月22日(金)電話相談 

４月24日(日)定例会議 

４月28日(木)会計監査 

４月29日(金)電話相談 

５月３日(火)理事会 

５月６日(金)電話相談 

５月10日(火)コスメバンクさんから化粧品届く 

５月13日(金)電話相談 

５月15日(日)尼崎・セミナー 

神戸・パソコンセミナー 

５月22日(日)総会 

５月27日(金)電話相談 

◇◇ 会費・寄付のお願い ◇◇ 

★新年度を迎えました。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。☆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 

△▽ 総会が終わりました △▽ 

総会は5月22日、無事終了いたしました。 

会費、カンパへのご協力をお願いします。 



明石 ひとり親のためのハッピーセミナーイベント

『心の荷物のおろしかた 

     ―オープンダイアローグ・グループセッション―』 

７月９日（土）14時～16時   場所：ウィズあかし 801号室 

講師：高本裕子さん（声のアトリエ主宰） 

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６/29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 

 

 

 

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・・・定例会 第3日曜日 13時～ 会場費：100円 

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） 

６月19日（日）『救急法研修』 内容：心肺蘇生（胸骨圧迫やAEDの使い方） 

 13時半～15時 場所：尼崎北消防署 13時にトレピエに集合した後 

移動します。小学校高学年ぐらいから参加可能（子どものみは不可） 

神戸ウエスト・・定例会 第3日曜日 17時30分～ 

場所：コープミニ東舞子店 組合員室  smfkansaikobewest@yahoo.co.jp 

箕面・・・６月25日(土)14時～ 『花を描く 癒しのアートセラピー』 

講師：北村真由美さん 場所：箕面文化交流センター2階 

参加希望の方はお申し込みください 070-6505-2307（鈴木） 

宝塚・・・2018.pokkapoka@gmail.com へメールでご連絡ください 

 

西宮・・・奇数月の第2土曜日 14時～16時 場所：西宮市男女共同参画センター ウェーブ  

西宮市民 先着10名 0798-64-9495（ウェーブ）へお申し込みください。 

 

（養育費や親権、面会交流などで元夫と争ったことなど）

字数：400～800 字 期限：随時募集 ホームページのお問い合わせフォームへ 

匿名で OK! 採用された方には粗品進呈 

  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。 

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

