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永藤 英機堺市長

　明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、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。旧年中は市政の各般にわたり
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。　
　近年、子どもの貧困が社会問題となっております。令和
元年度の国民生活基礎調査によると、日本の子どもの7人
に1人が貧困状態で、特にひとり親世帯の子どもの貧困は
深刻な状況となっています。
　本市におきましても児童扶養手当を受給している世帯の
うち、6割を超える世帯が新型コロナウイルス感染症の影
響を受けて収入が減少しており、ひとり親世帯を取り巻く環
境は一層厳しさを増しています。

　そのような中、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、個別の

状況に応じたきめ細かな支援にご尽力いただいていること
に改めて感謝申し上げます。
　堺市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市独
自の支援策として、昨年7月からファイナンシャル・プラン
ナーによる「ひとり親世帯家計相談」、また9月からは「養育
費確保支援事業」をそれぞれ開始しました。さらに、国の
「ひとり親世帯臨時特別給付金」への市独自の上乗せ給
付を実施する予定です。
　今後とも、ひとり親世帯の生活の安定と子どもの健やか
な成長に向け、更なる施策の充実に努めますので、皆様に
は、より一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。
　結びにあたり、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心から祈念いたしま
して、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

静  又三会長

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さまにおか
れましては、新年を健やかに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
大なるご支援ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、今なお世界中で猛威を振るう新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大によって、社会経済活動、身近な地域活動
等の自粛や、日本全体で“新しい生活様式”を取り入れた行動を
実践しなければならないなど、変化の大きな１年でありました。ま
た以前より、ひとり親家庭は、子どもを通じた近所づきあいや地域
活動等に十分な時間を割くことが難しい方 も々多く、身近な地域
で子育ての悩みを相談できる相手を見つけにくいなど、外出自粛
等とあいまって子育てが孤立化しやすい状況も続いております。
　しかしながら、福祉・生活課題の多様化に加えコロナ禍が続く
状況においても、「受け手」「支え手」という関係を超えて、その地
域に住むすべての人が役割を持ち高め合う「地域共生社会」の
実現がますます求められております。また、貴会におかれましては、
ひとり親家庭が自立し安定した生活を送るために、生活支援や就
労支援講座の開催等の各事業を積極的に展開され、未来を担
う子ども達の成長のため、常に工夫や努力をされておられること
に深く感謝と敬意を表します。
　本協議会では、堺市と合同で「堺あったかぬくもりプラン４」（令
和２年度から６か年計画）を策定いたしました。取り組みの理念は、
『“ともに暮らすまち”、“支えあい続けるしくみ”を、わたしたちの
“参加と協働”でつくる』としております。コロナ禍においては、長い
間継続してきた行事や習慣に変化や工夫が必要な場面もあるか
と思いますが、日常生活において困りごとを抱える方々への支援
等を、貴会をはじめとした様々な関係機関や団体と連携・協働し
ながら取り組み、安心して暮らすことのできるまち・堺を目ざして
一丸となって邁進してまいりますので、これまでと同様のお力添え
を賜りますようにお願いいたします。
　最後になりましたが、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、また皆様の健康をご祈念申し上げまして、
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

講座について

税金について

介護福祉士実務者研修講座とパソコン初級・中級講座が修
了しました。最初は毎週通えるか不安な方もいましたが、講
座が終わる頃には「もっと学びたい」と意欲的な声が上がる
ようになりました。今回、講座に参加された方の感想を掲載
させていただきます。

令和3年度（令和2年度分）から
控除の種類が変わるのはご存知
ですか？令和2年度税制改正に
より未婚のひとり親に対する税
制上の措置及び寡婦（寡夫）控
除の見直しが行われています。
※右の図は国税庁の資料を基に作成

〈改正前〉 〈改正後〉
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ご相談状況
令和2年4月1日から11月末日までのご相談状況です。今年はコロナ禍の影響
もあり、生活の不安や転職についての相談が多くありました。不安な日々を過
ごす人達の力になれていたら幸いです。

来所人数
268人

法律相談 23件手紙 51件

電話相談件数
208件

メール・LINE
相談件数
270件

講座受講者アンケート

年に1回ではなく年に
数回してほしいです。

パソコンが全く出来なく不安で
したが、1ヶ月講習を受けて少し
は自信がつきました。

1つ1つ丁寧に説明していただ
いて分かりやすかったのと、先生
がとても優しかったので
すごく嬉しかったです。

理解しやすく面白く教えていた
だき、楽しくスキルを身
につけられました。

週1回の講座ですが新しいことにチャレンジするこ
とで「やればできるんだ」「勉強って楽しい」など前
向きな気持ちになれます。学びたい皆さんをサポー
トするため、より良い講座を受講していただけるよ
うアンケートを設置しています。
ご協力よろしくお願いします。

今すぐスマホから→

不明な点は税務署に
お問い合わせください
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各校区会長の協力を得て堺市母子寡婦福祉会
70周年記念誌発行しました。
この会は、昭和26年「戦争未亡人

会」として発足。平成21年より一

般財団法人として活動を続けて

います。堺市母子寡婦福祉会の創

立70周年にあたり「70周年記念

誌」を発行しました。

令和2年10月11日
奨学金給付式
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17名が参加しました。

令和2年11月18日
料亭 門前屋でゆったり懐石ランチ会
ランチ会では、大阪府富田林にある料亭 門前屋にてソー
シャルディスタンスを守りながらゆったりと懐石ランチを楽
しみました。

　理事長　　勝山 孝

　あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、今年は、特別なお
正月をお過ごしのことと思います。
　平素は、堺市母子寡婦福祉会の事業にご理
解とご協力を賜り、心よりお礼を申し上げます。

　昨年はコロナ禍の中、ひとり親世帯にとってはより厳しい状況に
なり、自立支援センター事業の講習会には、殆どが定員をかなり上
回る希望者がありました。資格を取得したり、また今の仕事のスキ
ルアップをしたりして正規雇用に繋げ、生活基盤を安定させたいと
いう思いがひしひしと伝わってきました。私たちもその期待に応え
られるようより一層の力を注ぎたいと思います。
　10月に当会の高校3年生対象の奨学金給付式を行いました。

今回は保護者同伴ではなく、一人参加が多いのが特徴でした。そ
れぞれの将来の夢の作文を読んでいると、教師、医者、弁護士、
獣医、保育士、ネイリスト、パテシエなど資格取得して職に就きた
いという子が殆どでした。そして、今まで一人で育ててくれた親へ
の感謝の気持ちと同時に、これからは自分たちが少しでも支えた
いという思いで頑張る姿が私たちに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をよろしくお願いいたし
ます。
新型コロナウイルス感染の早期収束を願いつつ、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2年11月8日
藤田農園でみかん狩り
甘くて美味しいみかんを袋いっぱい収
穫できました。晴天の中親子で楽しい
1日を過ごしました。

令和2年11月22日
ハーベストの丘でBBQ
堺陵東ライオンズクラブ様より、
「ハーベストの丘」へご招待をいた
だき、クラフト作り、ビンゴ、乗り物
券など盛りだくさんの内容で会員
様と楽しい時間を過ごしました。

堺ドリームキャンプ　令和3年7月31～8月1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。

令和3年度
『正・准看護師学校受験対策講座』 開催します！

　母子部　部長　　三隅 香里

　新年あけましておめでとうございます。
コロナ禍の中、以前とは違うお正月を迎えお過
ごしのことと存じます。
昨年は、4月よりコロナの影響のため殆どの行
事が行えませんでしたが、皆さまに少しでも励ま

しになるかと思いささやかな贈り物をさせて頂き、会員方々からお

礼の手紙やお電話、FAXを頂きとても喜んで頂きました。
コロナ禍で、人と人との繋がりが弱くなっている時こ
そ、私たちは強く繋がらなければと思っています。
役員一同、皆さまと強く繋がり楽しく前進出来る様
務めさせていただきます。
会員皆様におかれましても、ご協力のほどよろしくお願い致します。

事前説明会　令和3年2月13日（土）14：00～15：00
　　　　　　令和3年3月  6日（土）14：00～15：00
詳細はホームページを見ていただくか、直接堺市母子寡
婦福祉会事務局までお問合せ下さい。

手づくり教室
日時：
場所：
費用：

令和3年2月21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。

寡婦：ランチ会

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 ！

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

“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

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！

堺市母子寡婦福祉会事業

母子部イベント ［会員限定行事］

国会議員中心に各府議 市議30名による政策要望懇談会に出席し、
ひとり親世帯への支援などについて要望書を提出しました。

各政党への要望書提出

7月2 9日：
8月2 1日：
9月1 1日：

自民党　　　堺市単独
立憲民主党　大阪府　大阪市　堺市　合同
公明党　　　大阪府　大阪市　堺市　合同

講座定員

各5名

（定員各10名）


