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永藤 英機堺市長

　あけましておめでとうございます。
　堺市母子寡婦福祉会の皆様には、
新しい年の始まりを健やかにお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。
　貴会におかれましては、ひとり親家庭や寡婦の方々の生
活安定のために、様々な活動を通して福祉行政の推進にご
協力をいただき、厚く御礼申し上げます。　
　近年子どもの貧困が社会問題になっています。長引く新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や失業等に
よる収入減少、生活様式の変化による子どもたちのストレ
ス増加など、ひとり親世帯を取り巻く環境は経済面・生活面
とも、より一層厳しさを増しています。
　本市が貴会に委託しています「堺市母子家庭等就業・自

立支援センター業務」において、就業支
援講習会等による資格取得や技能習得
の促進をはじめ、就労や法律に関する
様々な相談など、それぞれの希望に応じ
たきめ細かな支援にご尽力いただいてい

ることに改めて感謝します。
　堺市では現在、保護者の就労や貧困の連鎖を防ぐため
の子どもへの学習支援等を実施しています。
　また、子どもの貧困対策として、今年度新たに庁内横断
的な組織として「子どもの未来応援担当」を設置し、民間企
業や支援団体とも連携して、ひとり親家庭の経済的な自立
に繋がる支援や、貧困の連鎖を断ち切るための取組を強
化していきます。
　「SDGs未来都市」として、「誰一人取り残さない」社会の
実現をめざし、ひとり親家庭の方々が、仕事と子育てを両立
しながら経済的に自立できるよう、さらに各種取組を進めま
す。皆様には、より一層のご支援、ご協力をいただきますよう
お願いいたします。
　結びにあたり、一般財団法人堺市母子寡婦福祉会の
益々のご発展と、皆様にとりまして幸多き一年となりますこ
とを祈念し、年頭のご挨拶といたします。

新年のご挨拶

母子寡婦だより

木村 正明会長

社会福祉法人  堺市社会福祉協議会

　新年、あけましておめでとうござい
ます。
　堺市母子寡婦福祉会の皆様におかれましては、健やか
に新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は、共
同募金運動をはじめ、本会が推進する諸事業に多くのご支
援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症は、社会・経済活動の停
滞や離職・失業等の急増を招き、我々の日常を一変させま
した。昨年は、正にウィズコロナ時代の仕事のあり方を含む
生活様式を模索する１年であったといえます。
とりわけ、就労においては状況が厳しく、世帯の生活基盤の
安定に向けた早急な対応が切実な課題となっています。
　そのような中、貴会におかれましては堺市母子家庭等就
業・自立支援センター事業の拡充により、資格・技能習得
支援等を通じてより多くの方が就業機会を獲得できるよう、
コロナ禍での各世帯の困りごとに個別・丁寧に寄り添って
こられました。また、ひとり親家庭の経済的自立をサポートす
る取組として、近年では、家計相談支援等も積極的に展開
されておられることに敬意を表しますとともに、感謝を申し
上げます。
本会では、堺市と合同で令和２年度に策定しました、地域
福祉計画「堺あったかぬくもりプラン４」に基づき、堺市より
受託している『ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付
事業』や『さかい子ども食堂ネットワーク形成支援事業』等
を実施しております。
誰一人として取り残されることなく、子ど
も達が人と人とのつながりの大切さや、家
族・友人の温かみを感じられ、未来への
夢や希望を限りなく抱けるよう、地域を基盤とした福祉活動
の実現に向け、邁進して参ります。皆様方におかれましては、
これまで同様のお力添えを賜りますようにお願いいたします。
新春にあたり、貴会のご発展と皆様にとって本年が幸多き
一年となりますことを祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

新年のご挨拶
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堺市母子家庭等就業・自立支援センターだより堺市母子家庭等就業・自立支援センターだより

就労支援特集!
自立支援センターでは堺市の委託事業として様々な就労支援講座を開催しております。
例年多くの応募があった介護福祉士実務者研修講座は、今年度10→15名になりました。またパソコン講座についても初級
コース10→15名に拡充しました。ステップアップに向け皆さん頑張っておられます。

実際、働く中でのやりがいや大変さは職種によって様々だと思います。
今回は働いておられる方々のお声を集めましたので、ご紹介します。

当センターでは資格を活かすお仕事探しをお手伝いしています。
・児童扶養手当を受給されている方
・子育てと両立できる仕事を探したい方
・何の仕事が自分に向いているのかわからない方
面接でお話を伺った上でプログラム策定し、あなたが希望す
るお仕事を探せるようハローワークと連携して支援します！
他にも相談内容により専門的な機関や各種施策について情
報を提供します。お気軽にいらしてくださいね。

資格取得後

お仕事特集!

“親支援講座”のお知らせ

早いもので働き始めて半年が経ちま
した。その間に3人も辞めてしまい、代
わりの人も入ってこないの
で毎日忙しいです！ でもやり
がいはあるし調理の仕事が
好きなので、頑張ってます！

仕事をして1年になります。ク
レーム対応でメンタル的にしん
どくなることが多い
ですが、何とか頑張っ
て続けています！

仕事を始めて1ヶ月ですが、人の入れ替わりがあ
り覚える事が普通の施設より多く毎日てんやわ
んやで１日が終わってしまいます。でも
早々に利用者さんから優しいお言葉を
頂いて、やりがいを持って勤務してい
る次第です。

ひとり親家庭の
生活設計

日 　 程：

時 　 間：

場 　 所：

費 　 用：

締 　 切：

令和4年1月27日（木）

13時半～15時　13時受付開始

堺市総合福祉会館2階

無料　※就学前児童の託児あり（要予約）

令和4年1月21日（金）　先着20名

ひとり親家庭になるとき、ひとり親家庭になったときに
気になるこれからのお金のことをお伝えします。

離婚を考えたとき
子どものためにできること

日 　 程：

時 　 間：

場 　 所：

費 　 用：

締 　 切：

令和4年2月26日（土）

13時半～15時　13時受付開始

堺市総合福祉会館2階

無料　※就学前児童の託児あり（要予約）

令和4年2月18日（金）　先着20名

離婚前後に抱える心配ごとや、子どもの不安を少しでも
取り除くために、何ができるか一緒に考えましょう！

●スーパーの総菜を担当 ●建物の管理事務 ●デイサービスで介護の仕事

Kさん Sさん Yさん

・ハローワークでの待ち時間を短縮できる

・求人の提供により就業の可能性が広がる

・担当制で細やかな支援が受けられる

ワンポイントアドバイス
プログラム策定をするメリット

大変な思いをしながらも、多くの方が
日々頑張っておられます。事務所にお立
ち寄りの際は、是非皆さんのエピソード
もお聞かせください♪
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　理事長　　勝山 孝

　あけましておめでとうござい
ます。皆様には、1日も早くこの
コロナ禍からいつもの日常に戻ることを願い
新年をお迎えのことと存じます。
　9月号はコロナ感染が猛威を振るい、大

会、行事、定例会さえも中止せざるを得ない状況下、自治会
の回覧も出来ないため今号と合併号とさせて頂きました。
　昨年もこのコロナ禍の中、ひとり親家庭にとってはますます
厳しい状況下ではありましたが、就業支援講習会や看護学校
受験対策講座には、たくさんの応募があり、また、講習中の意
欲的な態度に、より一層安定した生活を求める思いを強く感
じました。

　少し感染状況が落ち着いた10月に、例年通り会員の高校
3年生の奨学金給付式と、夢を応援基金ローソン奨学金合
格対象者の顔合わせ会をしました。若者の将来の夢と親へ
の感謝の気持ちを聞き、私たちに頑張る元気と未来への希
望を与えてくれました。
　この子ども達が社会の担い手として力強く活躍でき、家庭
環境に関わらず、安心感と希望を持ちながら育まれる社会の
実現を目指したいと思います。本年もご支援ご協力よろしくお
願いいたします。
　また、新たな変異株「オミクロン株」に恐怖を感じますが、会
員の皆様の健康とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶と
いたします。

活動報告 & INFORMATION堺市母子寡婦福祉会　新年のご挨拶

令和3年11月14日（日）
みかん狩り
80名以上の参加者で、みかんの収穫を体験しました。初め
ての子ども達もいて楽しい一日を過ごしました。最後までお
手伝いしてくれた子ども達やお母さん達ありがとうござい
ました。

令和3年12月19日（日）
ボウリング大会を開催
例年のクリスマス会を、親子でのボ
ウリング大会にかえて楽しみました。
元気いっぱい、子ども達の歓声が会
場に響きました。

堺っこドリームキャンプ　2022　
令和4年8月20日～21日
淡路島に1泊キャンプ！
まがたま作り、天体観測などを予定しています。

ハーバリウムを作ろう
日時：
場所：
費用：

令和4年2月20日（日）
堺市総合福祉会館
無料

詳しい内容は、改めてお知らせします。たくさんのご
応募お待ちしています。

母子部イベント ［会員限定行事］

令和3年11月19日（金）
若狭の宿　ホテルせくみ屋で会席料理
恒例の寡婦日帰り旅行では、若狭の宿　ホテルせくみ屋で
会席料理を頂きました。昼は紅葉、夜は車窓から皆既月食も
きれいに見えました。

寡婦：日帰り旅行

日　　時： （原則として）毎月第3日曜日　13時～16時
場　　所： 堺市総合福祉会館2F ちびっこルーム
問合せ先： 堺市母子寡婦福祉会　TEL.072-223-7902

ひとり親家庭のみなさんが日頃の
悩みや相談したいこと等、お互いの
体験を語り合い情報交換をしなが
ら、これからの生活設計に役立てて
いただく交流の場です。お気軽にお
立ち寄りください ！

“堺ふぉ～らむ広場”に遊びにきませんか？
ひとり親家庭のお母さん・お父さんと子ども達の交流の場

高校3年奨学生の作文紹介高校3年奨学生の作文紹介
堺市母子寡婦福祉会では会員限定で、高校3年生を対象に作文

を提出された方全員に晧養社奨学金3万円を給付しています。

その中から中区のO・Aさんの作文をご紹介します。

「世界でたった一人のお母さん」 O・A中区

　私は最初、親が離婚したことがとても恥ずかしいことだと
思っていました。
みんなはお父さんがいるのになぜ私はいないんだろうとみん
なと話す度に感じていました。
でもその感情も歳を重ねる度に無くなっていき、逆に母一人
で私達姉妹をここまで育ててくれて周りの家族と同じような
生活をさせてくれている事にとても感謝しています。
何に関してもきっちりとケジメをつけて厳しく育ててくれてい
るけど自由にさせてくれ、好きにさせてくれるそんな母みたい
な人になりたいと私は思います。
同じ趣味があり、未だに一緒にＬＩＶＥに行ったりできる友達み
たいな母が私はとても大好きです。
まだ私は18歳、妹は15歳とまだまだ母に迷惑をかける事が
たくさんあるとは思うけど家族3人で楽しく幸せに過ごしてい
きたいと思います。
私はたくさんできる事を増やして母への負
担を減らしていきたいと思います。
お母さん、いつもありがとう大好きです。

奨学金給付式　令和3年10月17日
当会の高校3年生対象の奨学金給付式を行いました。
今年は19名が参加しました。

この奨学金制度は、ローソングループの店頭募金や本
部からの寄付を原資として、ひとり親家庭の子どもに
対し、夢をあきらめず夢の実現のために支援するもの
です。返済不要の給付型奨学金制度です。　　
今回決定された生徒さんも、自分の夢の実現のため
に目標を決め、学校や家庭でも努力している事を真剣
に話してくれました。

受給者が6名決定しました！！
ローソン「夢を応援基金」
『ひとり親家庭支援奨学金制度』

受給者が6名決定しました！！
ローソン「夢を応援基金」
『ひとり親家庭支援奨学金制度』

関西大学　堺キャンパス　人間健康学部にて「雇用政策」
（就労支援サービス）の授業の一環としてひとり親の就労支
援について勝山理事長
と和田守相談員で講演
を行いました。　
70名の学生さんの真剣
な眼差しがありました。

ひとり親の就労支援について講演を行いました ホームページを開設しています

堺市母子寡婦福祉会と堺市母子家庭等就業・自立支援センター
では最新の情報をホームページで公開しています。
ぜひチェックしてみてくださいね！！

http://www.sakaiboshi.org

堺市母子寡婦福祉会 検索

スマホでも
見やすい！

イベント盛りだくさん！ 一緒に活動しませんか？

会員募集中！ 年会費1,000円で楽しもう！

新型コロナウイルスの感染拡大により
休止する可能性があります。詳しくはHPをご覧下さい。


