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秋の交流会を実施しました 

11/3（木・祝）富田林市農業公園サバーファームにて、サツマイモ掘り体験の交流会を実施

しました。お天気にも恵まれ、親子で楽しく秋の１日を過ごすことができました。南河内地

域での交流会は、これまであまり実施しておらず、初参加の方も多かったのが印象的でした。

この交流会をきっかけに、「しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西」の活動に積極的に参加し

て、つながっていただければうれしいです！T・M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サバーファーム 親子芋ほり体験ツアー 

とっても楽しかったです。こど

ももいっぱい遊べて楽しかっ

たよと言っています。ありがと

うございました。Ｓ 

とても楽しかったです。参加させて頂き、

本当にありがとうございました。 

小さい子どもを 3人連れての外出が大変な

事と、ましてや、お芋ほりなんて… 私一

人では出来なかった事を皆様のおかげで、

子ども達に体験させてやることが出来ま

した.本当に感謝の気持ちでいっぱいで

す。今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。A・A 

ありがとうございます。たのし

かったので、また行きたいで

す。いろいろなおりょうりにし

て、たくさんたべています。Ｍ 

先日のサバーファームイベントでは大変お世話になりました。奈良からの参加が一組だっ

たので知人もおらず、あまり他の参加者との交流はできませんでしたが、芋掘りそのもの

が楽しめたので良かったです。また、必要な持物を知らせてもらえたので（長靴、軍手、レ

ジャーシートなど）汚れても困らないように準備することができて助かりました。お菓子

の配布などいつも子どもへの気遣いを下さりありがとうございます。 

いただいたサツマイモを使って母娘で大学芋を作りました。いつも忙しい毎日の中、楽し

い 2人の料理の時間を過ごせました。奈良県あかね＆あおい 

大きいおいもがとれてうれしかったで

す。M 
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講師：小久保哲郎さん（大阪弁護士会）          2022 年 9 月 23 日 

当日住まい情報センターには、大人と子ども合わせて 25 名もの参加がありました。 

この間相談事業に参加する中で、いかにシングルマザーがコロナ禍においてより貧困が加

速していると実感しています。それなのになかなか生活保護をとらない、また窓口ではねら

れていく人が多いのは問題だと思います。小久保さんは長い間生活保護に対しての偏見や、

行政の扱いに対して運動されてこられ、具体的なお話をしてくださいました。 

その中でとくに、DV で夫から逃げてきたひとの事例も説明してくださり、生活保護がと

れることのお話や、高校進学は認められているが、大学進学になるとまだ認められていない

ことに対して理不尽だなと思いました。また、持ち家であっても生活保護がとれることや、

車を手放さなくてもいい事例も紹介していただきました。小久保さんは生活保護切り下げ反

対運動も長年されていて、生活保護の基準を下げていくことは賃金の引き下げにも連動して

いること、最低生活とはなんなのかを考えていくことは私たちの生活にも反映していること

を改めて認識しました。 

生活保護は生きていくための命綱です。その命綱で必死に生きている方への偏見がまだま

だ強いことは許せないと思います。命綱を堂々取り、また収入があがれば移行していくこと

はなんら恥じることはないと思います。特にＤＶを受けて精神的にダメージをうけている方

は生活保護をどんどんとれるようにしていきたいです。私も同行支援をして当事者がとれた

とき心から喜びを感じました。 

子どもの命を守るためあらゆる偏見と闘っていきたいものです。 

セミナーが終わってから何人もの方から小久保さんに直接質問がありました。丁寧に質問

に答えていただき感激でした。今後も情報を共有して、できることをしていきたいものです。 

参加された方は皆さん良かったと言っておられました。 K.S. 

  

エンパワメントセミナー ひとり親の生活保障～生活保護の活用～ 

生活保護の仕組みがよくわからな

かったので、今回セミナーを聞

き、いざ生活に困ったときに活用

できるかもしれない。「扶養照

会」や「住宅扶助」のことなど知

らなかったことが、分かって非常

に為になった。今後、子どもが高

校・大学に進学する場合の生活に

ついてもよくわかった。参加者 B 

行政から聞いている情報と、小久保先生

のお話の内容にすごく違いが有り、行政

に対しより不信感が募りました。すごく

生活保護について勉強になりました。母

子で生きていかなければならない為、最

終のセフティーネットとしての知識を得

ることが出来、参加して良かったです。

すごく分かりやすいお話の内容と、弱者

の為の弁護士の活動内容に暖かさを覚え

ました。参加者 A 
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新型コロナ感染が始まって以来、私たちも「緊急食料支援」を行ってきました。しかし、

今年度は特にきめ細かく対応したいと思い相談事業を伴う形で行っています。緊急食料支援

を求めるシングルマザーのメールや電話を頂いた場合、どのような生活や就労状況かなど、

具体的にお伺いするために折り返しメールや電話でお尋ねしています。何故かというと、例

えばコロナ感染で外に出られず買い物ができないなど、「一時的な困難状況」なのか、また

は、持病や精神状態の悪化など、何らかの困難状態で就労ができない、収入が減少した、将

来も増収が見込めない「慢性的な生活困窮」かなどを、ある程度お伺いすることで、支援を

どうするかを検討して、できるだけ速やかに社会資源に繋げるようにしています。特に、居

住されている地域の「社会福祉協議会」の総合生活相談の窓口につなぐことがあります。そ

こでは、地域のフードバンクなどの食糧支援や子ども食堂につないだり、「生活保護」申請

が必要なら市の福祉課につないだりしてくれます。私たちも、もちろん直接的に生活保護申

請のための「同行支援」もしていますが、あらためて注目しているのが、生活保護に至る前

の状況で何とかならないか、何とかしたいときは、「生活困窮者自立支援法」にもとづく公

的な支援です。 

今年の物価上昇は、いまだかつてないほどに、あらゆる生活必需品目におよび、余力のな

いシングルマザーの生活を直撃しています。それだけに生活困窮状況が、のっぴきならない

ものになった、低収入で不安定なシングルマザーの生活は本当に脆く土台が崩れやすい。私

たちの緊急食料支援では焼け石に水で、あまりに微力なのを痛感する昨今です。やはり、社

会全体の公的支援の充実と活用が大切ではないでしょうか。 EDAMUR 

 

なんでなにもなかったのに、何でも買ってくれるとおもってたんやろ。 

おもわず吹き出した。母はだいたい私を祖母の家においといて遠隔地に働きに行って、日曜

の朝だけ顔を合わすような、小学生時代のこと。確か３年生のとき、「何が欲しい？」と聞い

てくれた母。私は「ひらひらのついた服」と応えた。裁縫が上手な母は、生地買ってきて、

ワンピースを縫ってくれた。朝まで徹夜して私がおきたら服ができていた。だから、私が欲

しいものは何でも手に入る可能性がることがわかった。けど、それには母の犠牲が必要なん

だと、わかったからではないかな。（M.M） 

 

「生活困窮者自立支援法」を活用しよう!! 
「社会福祉協議会」も訪ねて支援を探そう!! 

エッセイ しあわせの記憶 
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前回のニュースレターでは、労働問題について個人加盟ユニオンに相談した経験や、退職

により子供が放課後児童くらぶを退所しないといけなくなったことについて書きました。今

回は、雇用保険の受給要件に関わる退職理由についてお話しします。 

ユニオンに相談した際、雇用保険の基本手当には特定受給資格者／特定理由離職者という

のがあり、会社が自己都合退職としても異議申立てできることを教えてもらいました。その

ため、退職の翌日にはハローワークへ手続きについて聞きに行きました。ところが、最初に

受給申請しない方法を説明されました。異議申立てをしても離職理由が変更されない場合、

待機期間が発生し、何も受給しないまま就職したら、給付がないのにこれまでの被保険者で

あった期間がゼロになってしまうので、申請をされない人もいるという説明でした。 

知っておいた方がいい情報ですが、異議申立ての手続きの説明はなく、給付する側のハロ

ーワークから真っ先に受給しない方法を説明されたことで不信感を抱きました。率直に感じ

たことを窓口で伝え、異議申立ての方法を聞きたいとしつこく聞いてようやく冊子をくれま

した。対応には不満でしたが、事前に聞きに行ったことで、会社がすぐに離職票を送ってか

なかったとしても、離職日から 11 日経過すれば仮申請ができることを知れたので、離職票

が届いていないケースにおいて最短で受給を開始できました。 

実際に異議申立てをした際には、残業代が出ないというのでは理由にならないので、給付

に含まれていたという風に書くようにと言われました。また、7 月から給与に固定残業代を

含むという契約内容になることを知っていて辞めたわけだから、正式な手続きだと言われる

かもしれない、とも説明されました。あまり期待できない対応だとは感じていましたが、そ

の後、退職理由は自己都合から変更なしと回答がありました。理由を尋ねると、正式な手続

きを踏んでいるからとのことでしたが、なぜ正式だと判断されたのかを訊くと、「雇用保険

は正式かどうかの判断はできず、会社が正式だと言っているから」と言われました。なぜ中

立的な判断ではないのか聞いてみましたが、これ以上説明することはないと言われました。 

当然ながら納得できず、その後、無料の弁護士相談に電話したり、大阪労働相談センター

に行ったりしました。相談センターでは、事業所の言い分を全面的に認めているのはおかし

いと思うし、7 月以降に労働条件が変更になることを知っていたとしても、4～6 月の残業

代が支払われていない事実は変わらないのだから、それはそれとして判断すべきだと思うと

言われ、もう少しがんばってみようと思いました。次に労働局に電話して、労働相談センタ

ーと同様の回答があり、労働局からハローワークの方へ連絡してくれました。その後はすぐ

にハローワークから連絡が来て、追加資料の提出依頼があり、しんぐるまざあず・ふぉーら

む・関西のスタッフの方に同行してもらいハローワークへ資料を持参しました。結果、離職

理由は「事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職（特定受給資格者）」

に変更となりました。嫌な思いをすることや思ったような結果が得られないこともあります

が、相談先がある間は諦めず行動してよかったです。 （U.A.）  

労働相談と雇用保険制度 
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ニュースや新聞等で取り上げられている“共同親権”について、“自分事”として考えている

人はどれくらいいるのだろうか。「離婚後親権について～」と語られることの多い、共同親権

の新聞記事を見たとき、私自身は数年前(2017 年頃)の親子断絶防止法案を思い出した。と、

同時に、こう思った。―アノ時と同じように、離婚家庭が対象になるんだろうな。どうせ私

たち未婚シングルはそもそも排除やろ。 

だが、今回に限っては未婚シングルにも関係があるらしい、と耳に入ってきた。『なに？！

何が起こるんや？』・・・子連れシングルになって 14 年目、並大抵のことではざわつかない

心が、ザワザワと音をたてて、大きな不安が襲ってきた。そして気が付いた。―親子断絶防

止法案のときも、こんな大きな不安を抱えた人がいっぱいいてたんやろうなぁ。 

言葉や文章では「反対です！」と、当時も考えをつらつら述べてはいたけれど、果たして

どこまで“自分事”として考えられていたのだろう。この大きな不安の原因は、“共に親権を持

ち、共に子の幸せを考え決めること”が望ましいとされる中で、それが限りなく不可能である

ことがわかっているからだ。協力関係が築けない関係性での強制、そのことの不安と恐怖が

どっと押し寄せる。 

離婚・未婚問わず、子連れシングルになった経緯は人それぞれ。共同親権が導入されても、

何ら問題ない人たちもいる。それはどんな人たちなんだろう。そんなことを考えながら過ご

す中で、「こういう人たちのことか！」と思う出来事があった。私の息子(中 2)は野球チーム

に所属しており、3 年生の卒団式がつい最近あった。その打ち上げとして、2・3 年生の保護

者で飲み会が開催された。その飲み会の場での出来事だ。 

中学 3 年生の A 君のお母さんは、熱心にいつもグラウンドに来ていて、お父さんもたびた

び顔を出しては、応援したりお手伝いしたり、娘さん(A 君の妹)とはグラウンドで楽しそう

に遊んでいる姿が印象的だった。飲み会の場、ということもあり、A 君のお父さんがラフに

話しかけてくださった。 

A 君父 「いつ一人になりはったん？」 

私 「元々結婚してないんですよ～。」 

A 君父 「そうなん？！養育費もろてるか？俺は払ってるで、な？！」 

A 君母 「何えらそうに言うてんねん、当たり前のことやん！」 

私 「・・・    ？？？」 

A 君母 「私ら離婚してんねん、でもな、子どもらはどっちも自分の家って感じやわ。

テスト前は家に帰らせて欲しいけど。野球進学もかかってんのに。」 

A 君父 「進学あるん分かってるからテスト前は一緒に勉強したってんねんや。コイツ

(A 君母)とは離婚してからの方が仲ええねん！」 

ずっと“夫婦”だと思っていたお二人が、“元夫婦”だった。この“元夫婦”のお二人を見て、こ

ういう人たちなら、共同親権が導入されても何の問題もないのだろうと思った。でも、こう

いう人たちなら、共同親権が導入されなくても何の問題もない、現行法で充分なのだ。 

単独親権だから、養育費の支払いは滞り、面会交流はされず、別居親と子が引き裂かれ、

子の利益にならないように言われがちだが、それは違う。単独親権でも、私が出会ったよう

な事例がきっと世の中には沢山あるはずだ。そこを調査せずして、共同親権になれば、養育

共同親権 非婚シングルマザー 
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費が支払われ、面会交流も行われ、親子関係も築けて、子の利益になるだなんて、そんな単

純な話ではない。 

養育費が支払われなかったり、面会交流が行われなかったり、良好な親子関係が築けない

のには、それ相応の理由があるということ。その理由を「単独親権だから～」だなんて、薄

っぺらい理由で語り、問題の本質から目を背けたまま「共同親権を導入」だなんて、とんで

もない。A 君家庭の事例は、離婚後の理想の家族像ではあると思うし、素敵なご家庭だと心

から思う。が、理想の家族像がすべての人にあてはまるのか、すべての人が築けるのか、築

きたいのか。そしてそれは法に強制されてうまれるモノなのか、法に強制されなければうま

れないモノなのか。 

そもそもの大前提として、本当に子の利益を考えるならば、どんな親子にもリスクがない

法案である必要がある。DV であったり、虐待であったり、そういった危険を伴う場合の基

準が、あまりにも曖昧ではないだろうか。 

私自身の経験談として、養育費調停の終盤に調停員に“面会交流”についての質問をされた。

あまりにも不躾で、形式的な質問だったので鮮明に記憶している。 

調停員 A 「面会交流はどうされますか？お父さんに会ってもらうこともできますよ？」 

私 「会って“もらう”・・・ですか。こちらから謙ってお願いせなあかんことなん

ですか？」 

調停員 A 「今回の場合そうなるんですかねぇ。」 

私 「相手方は何て言っているんでしょうか？」 

調停員 A 「希望しないと言っています。」 

調停員 B 「でも、お母さんが希望すれば会って“もらう”ことは出来ますよ。」 

私 「相手が希望しないなら結構です。」 

安全かどうかの聞き取りや判断もなしに、形式的に面会交流を提案されることや、子ども・

同居親に意思を確認する前に、別居親の意思を優先的に確認すること、別居親が拒否してい

ることをあえて提案すること、それのどこが“子どものことを思って”の対応なのだろうと憤

りを感じた。それでも、半ば強引に会わせることが子の利益だと、裁判所は判断したという

ことだろうか。我が子に会いたくないという親がいて、その親と子が、面会交流で健全な親

子関係が築ける、なんてどうやったら考えられるのだろう。裁判所において、面会交流“あり

き”の対応を形式的にされることの恐ろしさを考えてはいるのだろうか。ましてや、共同親権

なんて・・・。 

DV する側、虐待する側は、「したことない」「大したことない」「思い込みだ」「偽装だ」っ

て無効化・矮小化する。判断する側も、身体的被害の有無や大きさだけで判断しがちで、無

効化・矮小化に賛同する。おかしい、絶対におかしい。調停で顔を合わせないように配慮を

求めることは、顔を合わしたくない何らかの理由があるということ。顔を突き合わして“共に

子の幸せを考え決めること”ができる相手ではないということ。共同親権導入の前に、そこ、

掘り下げたことありますか？と私は問いたい。事例を織り交ぜていくと、どうも感情的にな

りがちだが、だからこそリアルな危機感が伝わればと思う。面会交流がない我が家の養育費

は、支払いが滞ってもう何年だろうか。これって単独親権が原因ですか？答えは NO でしょ

う。子の重要事項決定のことなども、本当は書きたかったがまたの機会に。どれだけ弱者の

声がかき消されているか、伝わったらいいな・・・。N・M  
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みんなで力を合わせて、ひとり親の現状を変えて行きませんか？ 

こんにちは。現在、闘争中のひとり親にも児童扶養手当と障害年金子加算の併給を認めて

下さいと訴えている者です。私は４人の子供を持つ母親なのですが来年成人する子も含めて

２人の子を育て上げた中で思い知らされたことがあります。それは親が卑屈だと子供はとて

も消極的に育つし貧しさは心を殺すと言うこと。何も悪いことはしてないはずなのに、ひと

り親であることの申し訳なさを子供に謝り、そして社会に謝り思えばひとり親になってから

の十年近く謝り続けた人生だったなと思ったのです。 

そうしたところで子供は子供ながらに悪いことはしてないのに何故に謝るのかと気にしな

がら生きるようになり、また周りも子供を腫れ物に触れるかのように接していく中で子供は

自分の意見が言えない子に育っていく、そうやって育った子供は社会に出て行く力が養われ

る訳もなく働くことも出来ず、やがて引きこもりなどに陥ります。高校や大学入学時の面接、

就職面接で「自分自身のことを教えて下さい」や「将来どうしたいか」などの質問に私の子

供達は答えられません。年相応の子供がいるお母さんは子供に聞いて見て下さい。我が家は

文字通り母と子のみで祖父母や親戚などがいなかったので逃げ場が当然なかったので希望を

知りません。なので答えられる子供達には、まだ希望があります。 

それでなくても我が家は私が障害者であり４人の内の２人の子供達も障害を持っています。

ケアしないといけない者が１人でも大変なのに、３人もいるのです。日本は未だに根強い障

害者差別があり障害者が子供を育てることへの無理解から殆ど行政からの支援は得られず障

害者でも健常者でも子育てに人の手が必要なのは変わらないと訴え続けて来たことが今の運

動に繋がっています。 

誰も悪くない、そう思えるようになったのは、この運動を始めてから様々な当事者の声を

聞くようになったからです。誰もが好きで障害者になった訳でも、ひとり親になった訳でも

ありませんでした。それなのに自己責任だと社会から切り捨てられることで自分自身が社会

にとって迷惑な存在だと思わされるようになり、どれだけ苦しくても誰にも打ち明けず抱え

込む人達にたくさん出会いました。生きることに対して申し訳なさを感じていたら社会はい

つまでも変わらない、そう気付かされたのです。 

そうして気付き前を向けるようになって初めて私達親子は心の底から笑い合えるようにな

りました。私は前を向けない人達の代弁者でありたい。そのために陰ながら応援して下さる

方や一緒に声をあげてくれる方を待っています。宜しくお願いします。M・Y 

 

※11 ページ裁判のお知らせもご覧ください 

  

障害のあるひとり親の児童扶養手当併給調整違憲訴訟 
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2022 年も残すところあとわずか。この 1 年は皆さんにとってどんな 1 年でしたか？ 

私は２つの国家試験を受験して合格しました。仕事をしながら、資格の勉強を続けていま

した。 

2 月は社会福祉士を受験して合格。リベンジ受験で 1 年遠回りしたのですが、それも自分

の中ではプラスだったと思います。子どもの受験と重なり大変でした。 

その後６月にはひとり親の家計相談（オンライン）を受ける機会がありました。その時に

「FP3 級を受験したら？」というアドバイスを頂きました。 

それならば・・・と相談後早速試験について調べてみました。 

次の受験は 9 月。年に 3 回の受験があります。数日悩んだんですが受験することにしまし

た。受かっても受からなくてもいい。チャレンジすることに意味がある！と思ったからです。 

9 月に 3 級を受験して帰りの電車の中で自己採点をして合格ラインに達していると判断し

ました。その後は迷わずに 2 級を受験しようと決めていましたので、すぐに 2 級の勉強に取

り掛かりました。そして今、2023 年の 1 月に向けて勉強中です。 

また社会福祉士会の基礎研修もスタートしています。対面講座やレポート、実習など 3 年

間大変ですが、同じ仲間と共有できる時間は刺激的で充実した時間です。大変だと思います

が、それも含めて楽しもう！と思っています。 

学んだ知識を相談事業で活かせるように 2023 年も頑張ります！T・M 

 

 

 

 

 

尼崎 

《尼崎市立魚つり公園》 

10 月 16 日（日）魚釣り会をしました。総勢 29

名参加！参加された M さんの感想です。 

『最高に楽しかった魚釣り』 

保育園年中辺りから魚釣りがしたい、した

いと言っていた息子。自宅から行けそうな魚

釣りスポットを検索したところ１件ヒット。

しかし１名 4000円からと子供と行くには高額

すぎて、諦めていました。だから行くことにな

った時は興奮と期待が入り混じってかえって

不安になりました。初めて釣り竿持つのに釣

れる訳ないよね？１匹でもこのナイロン袋に

入れて帰れたら万々歳。と思っていましたが、

期待はよい意味で裏切られました。 

なんと初めてでも、子供でも釣れる釣れる

釣れる！釣れなかったら５００円の釣り堀も

あるからねと慰められていたのが噓のようで

す。釣果はなんと１２匹。３匹あげたくらいで

す。（自慢） 

釣った魚をさばくのも５４年生きてきて初め

て！子供はさばいた後の魚も見たい見たいと

言いました。息子にとって生まれての初めて

の魚つりは大成功です。 

このイベントでまた素敵なイベントを企画

し実行して下さりしんぐるまざあずの皆様に

は感謝申しあげます。実は楽しかったので今

度また行きます！ありがとうございました！ 

相談事業から 

地域グループからの報告 

資格にチャレンジ！！ 
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《プログラミング学習とおしゃべり会》 

11 月 20 日（日）別室での子どもたちのプログ

ラミング学習支援では高 1 の女子と 6 歳の男

児が参加。高校では新しく「情報」という科目

が入り、「とってもむつかしいわ」と女子。6 歳

の男児は「プログラミングゲームで遊んで面

白かった！」という声でした。プログラミング

学習は子どもの経験度に合わせて教えてもら

えるところが魅力です。 

この日は来月のクリスマス会準備の話で盛り

上がりました。手作りケーキを考え、何をトッ

ピングするか？買出しも皆で分担。そして共

同親権の話です。法制審議会で中間試案がで

たのでその新聞記事をもとに皆で話し合いま

した。パブリックコメントも書こうね。（絹） 

 

西宮 
10 月８日(土)にフラワー・ハーバリウムを作

りました。瓶にドライフラワーを詰めて、特殊

な透明の液体を流して完成でした。沢山の花

の中から選んでピンセットで入れていくので

すが、配色や組み合わせに個性が出て、皆さん

それぞれに素敵でした。講師もシングルマザ

ーで終わった後に話が弾みました。また、支援

物資のお米も頂きました。形の残る作品を見

る度に楽しかったひと時を思い出します。 

 

箕面 
6 月にアートセラピーを終えてからは集まれ

ていません。12 月 3 日に箕面の紅葉狩りを実

施いたします。お弁当を少しあがったところ

で、みんなで食べて交流したいと思います。箕

面の昆虫館に行きたい方は行ってもらい、そ

のあとには上の滝までハイキングに挑戦され

る方で、行きたいと思います。来年は 3 月の初

旬に取り組みを考えていきたいです。箕面の

地元での若い方にぜひ来ていただける企画を

考えていこうと思います。K・S 

 

神戸ウエスト 
《コープともしび財団助成 

～オープンダイアローグで対話を学ぼう》 

11 月 19 日（土）講師に高本裕子(声のアトリ

エ主宰）さんを迎え、１０名の方にご参加いた

だき、和やかに開催しました！オープンダイ

アローグの手法を通して対話することで、心

の重荷が取れたり、体から温かさを感じられ

ました。それぞれの心のなかにあるその人自

身のエネルギーを活用することができるオー

プンダイアローグ。皆さんの「とてもよかっ

た！心のなかのあたたかさがわかる」という

振り返りのお声が今回の収穫でした 

 

《パソコンセミナーと定例交流会》 

11 月 20 日（日）第２期生の皆さんががんばっ

てます♪「えーっ！」「ほーっ！」という声が

楽しいセミナーです♪便利で楽ちんなパソコ

ンの使い方を伝授しています。合言葉は「勇気

出てきました！」皆さんのお顔がどんどん変

わっていってます。ご興味のある方はお問合

せください！ 

セミナーに参加された方が引き続き交流会に

参加され、活気あふれる交流会になってきま

した。次年度の企画にも皆さん意欲的です。参

加するだけでなく自分たちで動いていける活

動を目指しています。 

 

明石市受託事業（神戸ウエスト） 
《あかし親子交流会》 

「自分応援ビッグうちわ」作成しました！い

つも頑張ってるママたちが自分で自分を応援

しようという企画です。どんな言葉が自分を

励ますか、しばし自分を見つめる時間です。ち

ょうど当日は天皇陛下が明石に来ておられ、

国道で国旗が配られていました！なんかめで

たい感じです！皆さんに幸あれ！



 

＊＊＊ 活動日誌 ＊＊＊ 

9月6日(火) 松原高校の生徒さん来所 

9月7日(水) 相談日 

9月8日(木) 桜井衆議院議員事務所を訪問

（共同親権について） 

9月9日(金) 相談日 

9月10日(土) 西宮おしゃべり会 

9月11日(日) 尼崎おしゃべり会 

9月11日(日) 明石教育費セミナー  

9月14日(水) 相談日 

9月15日(木) 尼崎こども福祉課、社会福祉

協議会、生活保護課で相談 

9月16日(金) 相談日 

9月18日(日) 相談日 

 神戸おしゃべり会 

9月21日(水) 相談日 

9月23日(金) エンパワメントセミナー 

9月24日(土) 相談日 

9月25日(日) 定例会議 全国ズーム会議 

9月28日(水) 相談日 

9月30日(金) 相談日 

10月5日(水) 相談日 

10月7日(金) 相談日 

10月9日(日) 相談日 

10月12日(水) 相談日 

 京都西山短期大学の方来所

(シングルマザー家庭向けの

奨学金制度) 

10月13日(木) 大阪ゾンタクラブ贈呈式に出

席。 

10月14日(金) 相談日 

10月16日(日) 尼崎魚釣り会 

10月17日(月) 大阪市こども・子育て支援会

議ひとり親家庭支援等自立支

援部会に出席 

10月19日(水) 相談日 

10月21日(金) 相談日 

10月23日(日) 定例会議 

10月26日(水) 相談日 

10月28日(金) 相談日 

10月31日(月) 労福協記念式典に出席 

11月2日(水) 相談日 

11月3日(木) サバーファーム芋掘り会 

11月4日(金) 相談日、メルマガ配信 

11月６日(土) 相談日 

11月7日(月) 法務局、大阪ＮＰＯセンター

を訪問 

11月９日(金) 相談日 

11月11日(金) 相談日 

11月13日(土) 明石親子交流会 

11月16日(水) 相談日 

11月18日(金) 相談日 

11月19日(日) 相談日 

11月20日(日) 神戸おしゃべり会 

 尼崎おしゃべり会 

 全国ズーム会議 

11月23日(水) 相談日 

11月25日(金) 相談日 

11月27日(日) 理事会、定例会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも寄付や食糧支援などをありがとうご

ざいます。秋の芋掘り体験やエンパワーメン

トセミナーなど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 ◇◆ 

 

「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6 回控訴審」 

日時：1月24日（火）10:30 ピタリ始まるよ 

場所：大阪高等裁判所202号法廷 

ぜひ傍聴に来て下さい。前回の第五回「原告側の

国への意見陳述」に対する「国側の反論」です。 

■□ 裁判のお知らせ □■ 
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■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） 

◇12 月 18 日（日） クリスマス会 

◇1 月 15 日（日） プログラミング教室とおしゃべり会 

◇2 月 19 日（日） シングルマザーをめぐるお金、年金、就労支援制度（仮称） 

■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 

◇ひとり親家庭のためのライフプランと教育費セミナー 

・日 時 ······ 12 月 2 日（金）21 時からオンライン開催 

・講 師 ······ 山口みのりさん(ファイナンシャルプランナー） 

・参 加 費 ······ 1000 円（資料・テキスト郵送します） 

■明石受託事業 

◇クリスマス交流会 ～マジックパパによる楽しいマジックショー♪～ 

・対 象 ······ 明石市在住のひとり親世帯の方・離婚を考えているパパ・ママ 親子 20 組 

・日 時 ······ 2022 年 12 月 4 日（日）14：00～16：00 

・場 所 ······ ウィズあかし 704 会議室（アスピア明石北館 7 階） 

・参 加 費 ······ 親子 1 組 500 円 （託児はありません） 

◇あかし親子交流会  1 月 14 日（土）10 時から ウィズ明石 

■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  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＊ 

エンパワメントセミナー テーマ「発達しょうがい」 

日 時：2023 年 2 月 26 日（日） 14 時～16 時 

場 所：大阪市住まいの情報センター（天神橋筋六丁目 ③出口すぐ）室 

講 師：吉本草蔵さん（訪問介護看護部長） 

■電話相談■   相談電話番号：06-6147-9771 

毎週金曜日 15 時～19 時 ※不定期（土・日）は、12 月と１月をお休みします。 

毎週水曜日 13 時～17 時 2 月以降はホームページを見てください。 

第４土曜日 14 時～17 時 

■メール相談■  メール：mail@smf-kansai.main.jp 

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。 


