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合宿やりました！ BBQとキャンプ 

テント設営、マキ割り、川遊び！！！ 
 

7 月 23 日(土)～24 日(日) 尼崎市立青少年いこいの家で親子合宿を行いました。コロナで

2 年間できずお待ちかねの合宿で参加申込み者が多く、抽選でおとな 1５人子ども１９人の

総勢 3４人の参加でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

はじめておとまりをしてたのし
かったです。バーベキューのま
きわりをして、じゃがいものか
わをむいてたのしかった。 

バーベキューをしたり、テントをは
ったり、花火を見たりしてとても楽
しかったです。火をつけたり、肉を
やいたりして、さいごはマシュマロ
をやいて食べてとてもおいしかっ
たです。花火もやったことがなかっ
たのでとても楽しかったです。 

キャンプ、楽しかった。バーベキュー
のようい、自分でやさいをきったり、
友達と遊んだりして、新しい友達もた
くさんできた。花火もきれいで楽しか
った。また、キャンプしたい！ 

初めてテントでねれて楽しかったです 

ひとり親家庭では準備が大変、荷
物が多い、少人数だとつまらない
…と二の足を踏んでしまう BBQ
や野外活動を同じ環境の皆さんと
助け合いながら楽しくすごすこと
ができ、とても良かったです。子ど
もに体験格差が生じないように…
と思うので、とてもありがたい 2
日間でした。 

キャンプへシングルマザーで行く
のは、車もなく、キャンプ用具もな
く、経済的にも厳しいので、このよ
うな機会があると、とても助かりま
す。子どももキャンプに行きたいと
言っていたので、来れてすごく喜ん
でいました。 

今回初めてのキャンプに参加させて
頂きました。私も子供も炭をおこして
BBQ したり、まきを割ったり、テン
ト泊も何もかも初めてでしたが、全て
楽しんで過ごすことが出来ました。思
い出に残る経験になりました。 

普段仕事が多忙で、あまりお出掛け
などさせてやれないので、非日常な
体験や色々なお友達との交流がで
き、とても楽しめた様子でした。 
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真夏の親子遠足 京都鉄道博物館(7/24) 大阪おしゃべり会企画  

あまりにも急な 7 月初めの企画、子どもたちの夏の体験学習・思い出作りにと京都まで遠

足しました。夏の合宿に参加できなかったシングルマザー。最近メールや電話の相談で出会

えたシングルマザー。また、この三年間にわたるコロナ禍で直接会えてなかった大阪おしゃ

べり会の親子にも呼びかけた。やはり、コロナ感染をおそれてキャンセルされたりもしたが、

9 組の親子が集まれた。孤立せずに、集まれたこと、出会えたこと、子どもが楽しめたこと

などが何より嬉しかった。連絡できなかった人、ごめんね。企画提案や希望をどんどん寄せ

てください。待ってます。（豆子） 

 

子どもたちが鉄道車両を見て興奮気味に「おかあさん、見て！見て！」と、声を上げてい

ました。母親同士も、久しぶりに会えて良かったです。すぐに話が通じて、心も通いあう時

間は「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」の企画のおかげです。今後もみんなで支えあ

っていきましょう。（D.M.） 

  

京都鉄道博物館に行けまし
た！しんぐるまざあずの催し
を毎年楽しみにしています。普
段なら絶対行けない所に行け
る、少し遠出できる事がありが
たいです。親子でぜいたくな時
間を過ごせました。 

9 月に 4 歳になる息子は、電車が大好きで、鉄道
博物館について電車を見るたびに、「おかあさん、
おかあさん!! 見て！見て!! 電車だよ～!!」と大興
奮でした。家族連ればかりの中、同じシングル家庭
の人たちが他にも来ている…と思うだけで、心強
く、ゆとりを持って、子どもと 2 人楽しめました。
本当にありがとうございます。 

今回、初めて行く事ができ
ました。ありがとうござい
ました。プロの方の話が聞
けて、勉強になりました。 

いろんな鉄道のことをし
れてうれしかったです。あ
りがとうございました。 

今年に入ってから、ときどき思い出したよう
に「行きたい、行きたい」と子どもが言って
いた京都鉄道博物館です。２年ぶりでした
が、公園の遊具や鉄道の運転体験など、前回
はひとりでできなかったのに、今回は走り出
して楽しそうに遊ぶ姿に成長を感じる時間
でもありました。親子で楽しい夏休みの思い
出ができました。 
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児童扶養手当現況届時の窓口ハラスメントが今年もあった！ 

大阪狭山市で民生委員が家庭訪問！ 

 

2018 年の大阪府羽曳野市の妊娠届ハラスメントをきっかけに、児童扶養手当現況届時にシ

ングルマザーに行き過ぎたプライバシー侵害をする窓口ハラスメントが各地で行われている

ことが問題になった。しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西やシングルマザーサポート団体

全国協議会の抗議をうけ、厚生労働省は昨年「受給資格者の負担軽減及びプライバシーの保

護に十分配慮した事務運営を行うよう」（令和３年７月 21 日 子家発０７２１第１号）通知

を出した。 

私たちの指摘をうけて「昨年はありましたが、今年は現在妊娠しているかの確認事項がな

くなっていました」という嬉しいメールが届いていたのです。声をあげて訴えて来て少しず

つ良くなっていると喜びつつあったのです。 

しかし、この夏に今度は「民生委員が家庭訪問をするので非常に苦痛である」という訴え

を聞き、直接大阪狭山市役所の子育て支援室に申し入れに行った。申し入れ書を提出し趣旨

説明すると市役所側は開口一番「家庭訪問するのは不正受給防止のためであり近隣の自治体

もしている。これからも継続する」とストレートに言われたので私たち側も闘いモードにス

イッチが入った。 

今回のケースは夫名義の家に離婚後も母子で住んでいるというケースであったが、事前に

厚労省と大阪府に聞くと厚労省は「念のため、自治体がさせているのでしょ」、大阪府は「児

扶手認定は国のマニュアルに従い行っている。民生委員の証明がいる場合もあるが、いっせ

いに家庭訪問しろとは指導してない」という返事。 

私たちは、家庭訪問をしないと民生委員の証明（押印）を出せないという法的根拠は何か？

を中心に問いました。話し合いの中でわかったことは、市は民生委員の業務内容を把握して

ないこと、そのためどういうケースで家庭訪問しているかも把握せず、３年に１回の研修を

していますとの返事に私たちも呆れてしまった。民生委員はボランティアのため、個人情報

の取扱い厳守も含め責任の所在が明らかではありません。まじめな(‼)民生委員さんほどシ

ングルマザーの家庭の状況を把握しようと家庭訪問するのは充分考えられます。 

昨年だったか香川県で市役所の男性職員が夜にシングルマザー宅に家庭訪問してタンスの

中を写メしたと市議会で問題になったと報じられたのは記憶に新しいですが、私たちは心の

中のタンスを覗くのも拒否します！！！ 

シングルマザーが知りたいのはその自治体のシングルマザー向けの施策です。そして生活

や子育てなど困った事を個人情報に配慮したうえで聞いてもらえて社会資源の紹介をしても

らえるシステムです。これ以上、シングルマザーのプライバシー侵害をしないで欲しい！！

(絹) 

  

児童扶養手当現況届時の窓口ハラスメントが今年もあった！ 

大阪狭山市で民生委員が家庭訪問！ 
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許せない！コロナ禍でのハラスメント 
私が職場で体験した「コロナ禍でのハラスメント」について書こうと思っています。 

皆さん、ワクチン接種されましたか？何回接種されましたか？人により 3 回目、4 回目終

了しましたとか、副反応が怖いのでワクチン接種しません！などネットでも個々人意見が分

かれるところだと思います。 

職場でも対人援助職だったり、打ちたくないけど打たざるを得ない職業の方など様々なご

事情がおありかと思います。 

私のケースですが、対人援助職でもなく、従業員が密になる環境ではありません。同じグ

ループ内で日々ホウレンソウをすることは多いのですが、その会話は数分あれば完了する程

度。ワクチン接種に関しては正直迷っていました。これまでにも、上司から業務中にしつこ

く「ワクチン接種どうしますか？」と聞かれたり接種しない人を会議室に集めて説得したり

していました。 

職場でも感染者も増えてある時、上司から「ワクチン接種しないと、部署異動させる。会

社としての考えです」と言われたのです。帰宅後、私は「これはワクチンハラスメントだ！」

と思いハラスメント窓口のある様々な行政機関に電話をかけまくりました。法務省や労働基

準局、法的機関などから得た回答は「あきらかにハラスメントなので、企業に事実確認をし、

勧告することは可能なので、企業名を教えてくれたら連絡しますよ」だった。 

出社後、再び上司が「ワクチン接種、予約とりましたか？」と話しかけてきました。頭に

来ていた私は「してませんけど。あの～行政機関に確認したらおかしいので企業名を教えて

くれたら電話しますよと言われました。どこ宛にかけてもらえばよいですか？総務ですか？」

と言うと上司はひるんだ。上司は「いや、それはさらに上に確認しないとなんとも・・・。

なぜそこまでワクチン接種を拒否するの？」と言ってきたので私は「ワクチン接種しないの

ではありません。納得できる理由がないからですよ！」とかみついた。 

他の同僚からも話を聞くと「勝手にワクチン接種の予約をされた」、「『ワクチン接種は絶対

にしません』というと、『異動させる。もう辞めたら？』と言われた」など聞けば聞くほど私

の怒りの沸点はピークに達した。さらにご家族にも接種を強要するお手紙なるものを職場は

出してきた。おかしすぎるやろ！！そもそも、接種は任意のはずだ。それが受けないからと

いう理由で非人道的な言動は許せない。 

結局、私はある方の「会社と争う労力も時間も無駄」というアドバイスに怒りの矛を収め

接種をした。それから上司は何も言わなくなった。 

だが、接種を拒んだ同僚は、人と接触しない部署に急に異動になった。今でも、私として

は本当に腹立たしいのだが、同僚は「ワクチン接種するくらいなら異動の方がマシ」と納得

していた。それならいいのかな、と思った。きっと本人が納得できる答えが正解なのだ。私

の思いを押し付けてはいけない。しかし、会社のしていることはハラスメントだ！それも間

違いない！！ 

先の見えない、このしんどさ。当会では相談業務を拡大して実施中です。9 月にはエンパ

ワメントセミナーもありますよ。一緒に、賢くコロナ禍、物価高を乗り切っていきませんか？

お待ちしています！（Ｔ）  

許せない！コロナ禍でのハラスメント 
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共同親権導入反対！ 

メールマガジンを登録されている方で６月の共同親権アンケートに協力をしてくださいま

してありがとうございました。又、シングルマザーサポート団体全国協議会からの呼びかけ

（８/3～５の臨時国会時 議員に共同親権反対を訴えるロビー活動）に対し文章でご自分の

体験などを語ってくださった皆様ありがとうございました。 

 

１，共同親権の問題とは？ 

離婚後の子どもの養育（養育費、面会交流、共同親権、共同監護など）に関してこれまで法

制審議会で論議されてきましたが、直近の会議では共同親権に対し、賛成と反対の両論併記

案が示されました。①現行の単独親権案と②共同親権案です。この共同親権案の中でも選択

制が導入されています。これは話し合って共同親権を選ぶという体裁をとっていますが、圧

倒的に力関係で弱い母親側が父親の共同親権にしたいという提案に従わざるを得なくなるの

は想像できます。 

 

２，共同親権になれば何が変わるのか？ 

共同親権で何が決められるのかといえば、子どもの生活に対しての重要事項の決定権を両方

で話しあって決めろというものです。教育進路（進学するかどうか、公立か私学か、塾に行

くのか行かせないのか？など）、医療同意（ワクチン接種、入院希望の病院など、住居の選

択などです。離婚に至るまで共に生活できないほど関係が悪化しているのにその後も子育て

の重要事項の決定に共同で話しあって進めていくというのは現実的ではありません。 

 

３，配偶者からこどもへの虐待が４０％ある！ 

シングルマザーサポート団体全国協議会は、シングルマザーのリアルな声を法制審議会に反

映してもらうために 2500 名の全国アンケートを実施しました。その中に配偶者からこども

への虐待が 40%もあり、ＤＶ被害体験も非常に高い割合であるのに家庭裁判所は面会交流

をさせる対応をすることも明らかになりました。６割が現行の単独親権制度を希望し、共同

親権制度を望むのは 9,６％でした。 

 

４，共同親権反対の声をあげよう！ 

私たちにとって大切な法律が変えられようとしているのに当事者が黙っているわけにはいき

ません。この問題について９月～10 月ごろには国民の声を聴くパブリックコメントを募集

するとされています。また、具体的な日程がわかればおしらせします。（絹） 

 

＊最新情報  ８月 30 日（火）法制審議会がありました。中間試案の取り合まとめをする

予定でしたが、さらに議論が必要だとして先送りとなったようです。（新聞記事より）  

共 同 親 権 導 入 反 対 ！ 
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シングルマザーサポート団体全国協議会 山口大会報告 

７月２～３日、山口市においてシングルマザーサポート団体全国協議会の全国大会が開催

され、当団体からは現地で２名、オンラインで１名が参加しました。 

２日はコロナ禍の振り返りと今後をテーマに部門別分科会がありました。食糧支援、相談

支援、就労支援のテーマで各地の団体の取組みの実情を出し合い課題の共有もしました。相

談支援と食糧支援は表裏一体であることや、食糧支援は本来メインの仕事ではないが、コロ

ナはまだ続き SOS の声があり、いつまで続けるのかという厳しい現状も話し合われました。 

弁護士さんのセミナー「法制審議会と共同親権推進の状況について」を受講し、共同親権

の恐ろしさを改めて学びました。パワーある講演内容でした。 

３日は地元山口の.style（ドットスタイル）さんの報告がありました。その後、各地の１年

間の活動報告がスライドで紹介されました。シングルマザーサポート団体全国協議会が昨年

１年間で行った食糧支援は延べ 49,047 世帯 135,322 人に上ります。凄い！ 

2022 年度の行動計画（児童扶養手当の充実や別居中の母子への支援、共同親権選択制を導

入しないことや最賃 1500 円を目指すことなど）を発表して、メッセ―ジを下さった議員さ

んの名前も紹介されました。今年は 50 名以上の議員さんからメッセージをいただきました。

改めて私たちの活動に関心を持ってくださっている議員さんが多いのは大変心強いです。 

２日間の濃密なスケジュールをこなし、全国の仲間たちと交流もできた２日間でした。(絹) 

 

     初めて、山口県(全国協議会の全国大会)へ行ってきた!      ラッキーチャンス 

岡村晴美弁護士の講演「人が人を支配するハラスメントの構造」とはが、一番こころに残

った。「ハラスメントは個々の事実ではなく、関係性である」つまり、加害者はいじめでも DV

でも人権侵害しているという「自覚がない」、これは社会問題なんであって個別的なものでは

ないと。被害は、その時その場だけではなく、タイムラグがあったり、後々まで残ることも

あり、周囲の人も傷つける。弁護士によれば、DV の定義と特徴は、『親密な関係において「暴

力」でパートナーを「支配」すること』であり、様々な「暴力」が振るわれると。「身体的暴

力は DV の本質ではない」、精神的な DV こそが本質と語られた。後遺障害が残る。「人の心

をみじめにして人の心を壊す」、夫が「子どもを利用する暴力」もある。 

お母さんはダメなやつと子どもに言い、子どもに同調を強要し夫は暴力を正当化する。暴

力を振るっていいやつと周囲から「見られること」で傷ついた心の体験を弁護士は語られた。 

離婚後も心の傷が癒えないのに、元夫の「支配」は、面会交流や養育費などを梃子にして

続き、心の傷が癒える暇がない。これで「共同親権」になったらどうなるんだ。もっと深く

DV の本質にかかわる話がこのセミナーではあったのに、それが書けないのが残念。（豆子） 

  

シングルマザーサポート団体全国協議会 山口大会報告 
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個人で加入できる労働組合「ユニオン」に初めて相談 
私は４月に転職をしたのですが、主に残業代の取り扱い関する労働条件で会社と合意でき

ず、６月末で退職しました。当初は辞めようとは考えていませんでしたが、労働契約と実態

には相違があり、法律上労働者としてどのような権利があるのかを知っておきたいと思い、

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西（以下、SMF 関西）に相談先の紹介を依頼しました。 

最初に自治体の労働福祉会館の相談に行きました。社労士の相談員に労働契約書等を見て

もらい、労働の実態を話しところ「辞める元気があるうちに辞めた方がいいと思う」と言わ

れ、初めて辞めることも考えるようになりました。それでも今後のキャリアを考えると、耐

えられるなら続けた方がいいのではないかとも考えていました。そのような折、会社から７

月より就業規則等を改定し、新しい労働契約を締結する旨通知がありました。納得いくよう

な内容ではありませんでしたが、まだ辞める決心もできておらず、６月末まで試用期間だっ

たため、会社にとって面倒なことを言うと解雇になるのではないか、一方で７月以降の契約

書にこのまま判をついていいものか、経営者のパワハラもあり、大変不安に感じていました。 

７月まで時間もない中、すがるような思いで SMF 関西を通じて、以前尼崎のセミナーで

お話を聞いた伊田広行先生に連絡をしてもらいました。新しい契約を結んだからといって辞

められなくなるような心配はしなくてもいいことや、伊田先生の意見をお聞きして、少し落

ち着いて考えられるようになりました。その後、個人加盟ユニオン（ひとりでも加入できる

労働組合）「ユニオンぼちぼち」につないでいただきました。 

ユニオンからはすぐに連絡をもらい、残業で夜遅い時間しか電話できませんでしたが、深

夜まで対応していただきました。未払いの残業代が認められるのか、会社に自分の要求をす

る際に想定される会社の反応や気を付けること、残しておくべき記録などについて教えても

らいました。退職日には、経営者から退職届を書き直すよう指示されたのですが、すぐに電

話でユニオンに相談し、会社の指示どおりに退職届を書き直す必要はないことや、会社が受

け取らなかったり破棄したりすることもあるため、内容証明郵便で送ることなどを教えても

らいました。 

退職により子どもは児童くらぶを退所 

会社とのやり取り、雇用保険の手続き、そして求職活動をしなければいけない中、伊丹市

の児童くらぶは保護者が退職した場合、求職活動のためにはひと月しか猶予がなく、７月末

で退所となりました。ひとり親家庭であり、子どもの預け先がないと求職活動も思うように

できず、ファミサポなどを利用するのは経済的にも困難なため、猶予期間を延ばしてもらえ

ないか自治体の担当課に相談してみましたが、どのような状況でもルールは変えられないと

のことでした。 

私の場合、子どもが放課後等デイサービスを利用しているため、担当施設に相談して、通

所日数を増やしてもらうことができました。事業所の空き状況もあり毎日とはいきませんが、

子どもの居場所を確保することができました。また、育児の面では母の協力が得られるため、

今回は深刻な状況に陥ることはありませんでした。ただ、子どもは児童くらぶの友達（学校

の友達）との関りがなくなり、子ども自身も寂しく感じているようでした。子どもが療育を

受けておらず、親族の協力もなければ、求職活動にも大幅な制限がかかります。収入が途絶

えた中で保育を必要とする際には経済的な負担がかかり、生活を圧迫します。子どもにとっ

ては、児童くらぶでの友達との関わりがなくなり、他の保育サービスを利用するとなれば慣

れない環境でのストレスがかかります。ひとり親家庭に限らず、親が経済的に自立するため

に必要な期間、親も子どもも安心できる児童くらぶへ通えるよう、制度の改革を訴えていき

たいです。（UA）  

個人で加入できる労働組合「ユニオン」に初めて相談 
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「障害のあるひとり親児童扶養手当併給調整違憲訴訟」への思い 

何度か掲載させて頂いている児童扶養手当併給調整裁判の原告です。実家の支援も養育費

もない中で一人４人の子育てをしていたある日、私は過労で障害者になりました。そして自

分が障害者になったことで、そう言うひとり親がとても多いことにも気付かされました。 

今、コロナ禍で多くのシングルマザーが窮状を訴えるようになりましたが、それでも社会

の中では好きでシングルマザーになったのだからと言う声の方が多いですし、親なんだから

何としても子供を育て上げるべきだと言う声も聞きます。 

それでなくても国から十分な支援をもらっていて贅沢を言うなと言われますが、児童扶養

手当はひとり親のためのものであるはずが様々な条件があるがために対象外になってしまう

ひとり親の方が多いですし、そもそも制度そのものを知らないひとり親の方もいます。女性

の賃金は男性に比べるととても低く子供を育てていくには昼夜問わず働いて、やっと日々を

凌げるような金額で、それなのに親と同居していたり親や知人の助けがあると児童扶養手当

は受けれません。なので児童扶養手当を貰うためには母親一人が家事や育児、労働など全て

を背負わないといけないのです。 

両親が揃っていても大変と言われる子育てを母親一人で抱え込むことが、どれほど危険な

ことなのか私は知ってほしくて裁判や勉強会を通して窮状を訴え続けています。大変な思い

をして受給できるようになった児童扶養手当にも給付期限がありますし私のように障害者に

なれば途端に打ち切られます。 

昨年の５月から障害年金の子加算と児童扶養手当の併給も認められるようにはなりました

が障害のあるひとり親は一部支給なのに対して結婚している障害者には全額支給なのです。 

親が一人であっても二人であっても家庭には変わりないはずですし、この多様化の時代の中

で男女揃っていなければ家庭ではないと言う国の在り方に私は疑問を投げかけ続けています。 

誰もがきっと両親の揃った家庭で子供を育て上げたいでしょう、でも様々な理由で一人親に

なってしまうことを咎めることは誰にも出来ないはずです。 

私は障害者ですが制度から漏れ落ちた障害者なので福祉サービスも殆ど受けられず子供の

手を借りながら日々を過ごしています。お金に余裕があれば子供の手を借りずに生きられる

のにと何度、思ったことか分かりません。誰かが国が行う各福祉の打ち切りに異を唱えなけ

れば福祉のお金、子育てのお金は削られていく一方です。それでなくても児童手当や児童扶

養手当は子供を育て上げるには十分とは言えない金額です。高校以降、多くの子供達は多額

の借金を背負って進学するのです。学ぶことが未だに贅沢品と言う扱いでいいのでしょう

か？未来ある子供達のため子供達が環境に左右されずに育つ社会になるようにと私は願って

います。 

  
「違憲裁判」への公正な審理を求める要請書の署名活動をしています。 
署名をよろしくお願いします。この裁判を支援するリーフレットを同封しています。 
次回控訴審が 10 月 14 日（金）にあります。詳しくは P.13 をご覧ください。 

「障害のあるひとり親児童扶養手当併給調整違憲訴訟」への思い 
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地域グループからの報告＆お知らせ 

尼崎 

《消防署で救急法講習会》 

6 月 19 日（日）尼崎おしゃべり会で救急法

の研修を受けました。尼崎北消防署で１時間

半みっちりと実践も含めて学びました。内容

は心肺蘇生法と AED の使い方が中心。消防

署員の方のモデルを見ながらひとりずつ親

も子も全員、胸骨圧迫と人工呼吸の方法を実

践しました。「救命入門コース参加証」もも

らいました。倒れている人を見つけ、救急車

が来るまで自分たちができることをするこ

との重要性を学びました。子どもたちはお土

産のケースやキーホルダーをもらい、にこに

こ。消防署内の見学もしました。 

 

 

 

 

 

 

《よつ葉さんのお米を配布》 

７月 17 日（日）は関西よつ葉連絡会さんよ

りいただいた支援物資(4.5kg を 2 袋ずつ)の

配布とこれから先何をしたいか、現況や何か

困ってる事はないか等を話し合いました。お

しゃべり会で情報を分かち合い、皆さんが心

待ちにする場所で在りたいと願っています。 

（Y・M） 

 

 

 

 

 

西宮 

前回、渡せなかった支援物資(化粧品セット、

子ども服)を分け合い、いつも通りの言いっ

放し、聴きっ放しのおしゃべり会でした。参

加者皆さんが安心して話したり聴くだけで

も OK のおしゃべり会は問題の解決にすぐ

結び付かなくても、帰る頃には少し心が軽く

なって帰られるのではと思います。（Y・M） 

 

箕面 

アートセラピーを 6 月に終え、コロナや、猛

暑で次の計画はまだですが、アートセラピー

に行けず、またありますか？との問い合わせ

もあり、また計画したいです。また、伊田さ

んの講演も好評だったので、また実施したい

ですね。 

長年のメンバーの方が講師や受け付けをし

てくださり、時の流れを感じます。シングル

で生きることの楽しさを、また元気にエンパ

ワメントできる企画をしていきたいと思い

ます。（鈴木） 

 

神戸ウエスト 

《夏のテイクアウトカレーパーティ》 

8 月 20 日、はじめて使用させていただいた

ウィズあかしの調理室はお子さん用の踏み

台や包丁もあって、充実していました。手分

けして準備♪メニューはさつまいもと鶏肉

のカレー、調理メンバーは試食タイム。久々

の料理会、大人も子どもも楽しめました！お

てらおやつクラブさんから頂いたおすそわ
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けもお渡ししました。残念ながら予定してい

た花火は雨のため中止… 楽しみにしてく

れてたのにごめんね！ 

○参加者：大人 5 名・子ども 4 名 

○持帰り用カレー：22 セット作成 

お米の提供に協力いただいたオーガニック

コラボレーション様ありがとうございまし

た。夏休みももう少し、親も子もがんばって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

《これからの予定》 

○10 月 16 日～12 月 18 日 

第 3 日曜日 14 時～16 時 

「シングルマザーのための 

勇気の出るパソコン講座」 

※詳しくは裏表紙をご覧ください 

 

明石市受託事業（神戸ウエスト） 

《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》 

7 月 9 日 明石市ひとり親交流事業 

講師：声のアトリエ主宰 高本裕子さん 

日々の子育て、おつかれさまです。おひとり

で心に抱えていることはありませんか？お

互いに聴く・話すという双方向の対話を繰り

返すオープンダイアローグ。人に話を聞いて

もらうことがこんなに癒されるとは・・・。

お子さんとのコミュニケーションも楽しく

なりそうです。明石市の職員さんも参加され、

支援する側・される側の枠を超えたとてもい

い機会になりました。さすが明石市！ 

■参加した皆さんからの感想 

○今日のイベントはとてもいい経験になり

ました。皆さん参加されたら良いと思いま

した。 

○ひとり親で施設の利用や子どもと遊びに

行けるスポットなど情報交換したいです 

○いろんな役割を忘れて自分の素直に感じ

る心や感覚に気づくことができたように

思います。安心して過ごせる場を作ってい

ただいたおかげです。とっても良い機会を

ありがとうございます。 

○自然に心のうちのことが話せて楽になり

ました。 

 

《レッツダンス！盆踊り習ってみよう》 

8 月 6 日、ウィズあかしにて明石市ひとり親

交流会「レッツダンス！盆踊り習ってみよう」

を開催しました。参加者は少なかったのです

が、体を動かすことですっきりとした気分に

なったようです。お子さんとお母さんに浴衣

を着ていただきました。 

 

《明石市ひとり親家庭相談会》 

８月 9～18 日、現況届の提出に合わせて開

催されました。相談員 9 名が参加しました。 

 

《これからの予定》 

○9 月 11 日(日) 明石市ひとり親交流事業 

「早めに準備しよう！ライフプランと教

育費」 

○10 月 15 日(土) 明石市ひとり親交流会 

「手作り工作とおしゃべりの会」 
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宝塚 

《阪神競馬場》 

5 月の野外交流会は『阪神競馬場』の遊具で

遊びました。気候のよい日、5 家庭で遊びに

行きました。魅力的な固定遊具や広い砂場が

あり、子ども達は元気いっぱい遊んでいまし

た。母達は木陰にシートを敷いておしゃべり

をしたり、夏の合宿の打ち合わせもしました。

砂場では、『寝そべった一人の顔以外を砂で

埋める』という遊びがブームとなり、帰る頃

には全身砂だらけの子ども達でした。感染症

対策に気を付けながらみんなで昼食も食べ、

閉園まで楽しみました。 

 

《ひらかたパーク》 

8 月の野外交流会『ひらかたパーク』に行き

ました。4 家庭でひらかたパークでプール遊

びをしました。宝塚では、毎年恒例イベント

になっているプール遊びです。開園と同時に

プールへ！子どもも大人も一緒にプールの

中で追いかけっこをしたり、流れるプールで

浮き輪にのって遊んだりしました。『滝』の

コーナーがあり、滝にうたれるのも子ども達

には人気がありました。プールサイドで昼食

を食べた後は、アトラクションへ！お化け屋

敷やジェットコースター、回転系の乗り物や

ぐるりの森（カード系アトラクション）など、

子ども達どうしや親も一緒に閉園まで遊び

つくしました。このイベントはひょうごコミ

ュニティ財団様の助成をいただいて、実施さ

せていただきました。いつもありがとうござ

います。 

 

 

８月夏休みの緊急食糧支援 

昨年から「よつ葉のお米」を寄付して頂いて

いるので、お米とおてらおやつクラブや個人

の方々からのソーメン・カルピスなど。ゼリ

ーやお菓子、マスク・洗剤など衛生用品など

を緊急食糧支援として希望するシングルマ

ザーにお送りしました。コロナに感染して、

赤ちゃんのパンパースが買いに出られない

とか、レトルト食品やゼリーなど、コロナ禍

特有のメール、夏休みになり子どもがお弁当

持ちでクラブに行くのでお米がいるなどの

声がありました。(相談事業から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■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 

９月 18 日（日）13：00～16：00 

９月 24 日（土）13：00～17：00 

10 月 9 日（日）、10 月 15 日（土） 

※11 月はホームページを見てください 

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。 

 

■メール相談■ 

随時受付けています。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 
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＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 
 

５月 31日(火)メルマガ発信 

６月１日(水)キッザニア甲子園チケットと 

合宿の受付開始 

６月３日(金)電話相談 

６月８日(水)大阪ボランティア協会さん来

所(合宿に向けて安全安心セミナー打合

せ) 

６月９日(木)大阪労働者福祉財団さん来所 

６月 10日(金)電話相談 

６月 11日(土)しんぐるまざあず・ふぉーら

むの活動報告会、シングルマザーサポート

団体全国協議会のズーム会議 

６月 12日(日)明石親子交流会  

６月 15日(水)ニュース 67 号発送作業 

６月 17日(金)電話相談 

６月 19日(日)神戸・おしゃべり会 

 尼崎おしゃべり会（消防署で救急法の研修） 

６月 24日(金)京都の山田さん裁判傍聴 

６月 25日(土)箕面アートセラピー 

６月 26日(日)定例会議 

キャンプ時の安全安心セミナー 

７月１日(金)電話相談 

７月２日(土)～３日(日) 

シングルマザーサポート団体全国協議会

３周年山口大会に参加 

７月５日(火)オプシードさん来所（食料品支

援について） 

７月８日(金)電話相談 

７月９日(土)明石市セミナー 

      西宮市おしゃべり会 

      事務所相談日 

７月 15日(金)電話相談 

７月 17日(日)神戸おしゃべり会 

      尼崎・おしゃべり会 

      事務所相談日 

７月 22日(金)電話相談 

７月 23日(土)～24日(日)夏の親子合宿 

（猪名川町 青少年いこいの家） 

７月 24日(日)京都鉄道博物館に遠足 

７月 29日(金)相談電話 

７月 31日(日)定例会議 

８月５日(金)電話相談 

８月９日(火)～18日(木) 

明石市総合相談事業 

８月５日(金)電話相談 

８月６日(土)明石親子交流会（盆踊り） 

      事務所相談日 

８月 10日(水)メルマガ発信 

８月 12日(金)電話相談 

８月 14日(日)事務所相談日  

８月 16日(火)大阪狭山市に申入れ行動 

８月 19日(金)電話相談 

      ニュース編集委員会 

８月 21日(日)全国ズーム会議 

８月 28日(日)定例会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「障害のあるひとり親の児童扶養手当 

併給調整違憲訴訟 第5 回控訴審」 

日時：10月14日（金）10:30 ピタリ始まるよ 

場所：大阪高等裁判所202号法廷 

傍聴希望者は、前日までに事務所までご連絡くだ

さい。当日は原告側から何故に違憲なのかが意見

陳述されます。かなり本質的、根幹的、深められ

るはず。 

■□ 裁判のお知らせ □■ 

 

いつも寄付や食糧支援などをありがとうご

ざいます。夏の合宿や鉄道博物館への遠足の

費用に使わせていただきました。 

 

★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 

◆◇ 会費・寄付のお願い ◇◆ 
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これからの予定 

 

 

 

初めての方も大歓迎 お気軽にお問い合わせください 

■尼崎 

定例会 第３日曜日 13 時～ 会場費：100 円 

場所：尼崎市立女性センター・トレピエ（阪急神戸線・武庫之荘駅 南出口） 

9 月 11 日（日） プログラミング教室とおしゃべり会 

■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 

■宝塚 

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

■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 

 

 

 

各地おしゃべり会 これからの予定   お問合せ先：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＊ 

シングルマザーのための 

勇気の出るパソコン講座 

日 程：10～12 月の第３日曜日 14 時～16 時 

場 所：垂水区文化センター会議室１ 

応募条件：神戸市にお住まいのお子さんが 18 歳未満のシングルマザー 

期間中、地域での簡単なボランティア活動の体験に参加の意思がある方 

募集人数：５名    選考方法：応募者多数の場合、選考あり 

応募締切：2022 年 9 月 30 日    参 加 費：無料 

応募方法：メールでご連絡ください smfkansaikobewest@yahoo.co.jp 

しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西・神戸ウエスト 主催 

 
地域の子どもの福祉のための 

助成事業 

 

2022 年度 

ひとり親の生活保障 ～生活保護の活用～ 

日 時：2022 年 9 月 23 日（金・祝） 14 時～16 時（13:30 受付開始） 

場 所：住まいの情報センター（天神橋筋六丁目 ③出口すぐ） ５Ｆ研修室 

※詳しくは同封のチラシをご覧ください 


