
一般財団法人 堺市母子寡婦福祉会がお届けする会報誌　しらゆり堺

【 発 行 】 一般財団法人 堺市母子寡婦福祉会
【 発行責任者 】 理事長 勝山 孝
〒590-0078 堺市堺区南瓦町2-1総合福祉会館2F
TEL.072-223-7902 月～金 9～17時（祝除く） 

一般財団法人 堺市母子寡婦福祉会がお届けする会報誌　しらゆり堺　　2022年5月号 ［vol .119］

VOL.119 ［2022年5月号］母子寡婦だより堺市母子家庭等就業・自立支援センター事業　ご案内堺市母子家庭等就業・自立支援センター事業　ご案内

就業支援講座
新型コロナウイルスの影響により、内容が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

　令和4年度の当初にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。
　堺市母子寡婦福祉会の皆さまには、平素から本市の母子寡婦
福祉の推進並びに市政の各般にわたり、深いご理解とご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。
　また、このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま
と感染拡大により生活に影響を受けられている皆さまに心よりお
見舞い申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の影響による雇用環境の悪化
やウクライナ情勢に伴う物価高騰により、子育て中のひとり親世帯
を取り巻く環境は、依然厳しい状況が続いています。
　そのような中、令和３年度から、本市では、ひとり親家庭の方の
経済的な自立を応援するため、「保護者への支援（生活設計セミ
ナー）」と「子どもへの支援（家庭教師の派遣）」をセットにした「ひと
り親家庭 親と子のチャレンジ支援事業」や経済的
自立に向けて取り組んでおられるひとり親家庭へ
食料品等をお渡しする堺市ひとり親家庭応援フー
ドパントリー事業「エス・パン！」を実施しています。

　また、貴会に委託している「母子家庭等就業・自立支援センター
業務」においては、一人ひとりの希望にきめ細やかに対応する就労
支援や就職に有利な資格取得の支援、離婚時の子どもへの関わ
り方や養育費の取り決め等について考える親支援講座などを貴
会とともに取り組んでいます。
　さらに、児童扶養手当の受給者で、未就労の方や
転職を希望する方を対象として実施している「母子・
父子自立支援プログラム策定事業」では、令和3年度
の利用者のうち約８０％の方が就職に結びついています。
　このように、貴会が、ひとり親家庭の福祉向上にご尽力いただい
ていることにつきまして、深く感謝申し上げます。今後とも引き続き、
ひとり親家庭や寡婦の方々の自立と生活の安定の支えとなり、さら
なる母子寡婦福祉の推進に変わらぬご支援、ご協力を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、貴会のさらなる発展と会員の皆さまのます
ますのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、あいさつとさせていた
だきます。

堺市子ども青少年局　子ども青少年育成部 櫻田 浩樹部長令和4年度当初のご挨拶

　令和２年度より就任したこの理事長職もコロナウイルス感染症
との闘いに始まり、今なお緊急事態宣言、蔓延防止措置と繰り返
し発令され、長期化しています。さらに戦争の影響もあり、世の中
が不安定な状況です。そんな中、とりわけ一人で子育てを担うひと
り親家庭への影響がとても心配されます。
　政府も児童扶養手当受給世帯への追加支給を始め、特別給付
金など施策の拡充もされていますが、まだまだひとり親世帯の多く
が相対的貧困世帯と言われています。当会も堺市の財政危機宣
言によりいくつかの講座が縮小され、スキルアップの機会が閉ざさ
れ残念に思っている方もおられます。
　先日、昨年度よりセンター事業に組み入れられた「正・准看護師
学校受験対策講座」の開講式が行われました。予備校の先生より
子育てをしながら看護師の勉強の大変さ、特に「正看護師学校３
年生になると睡眠時間が３時間程度で夜間勉強会もあり、かなり
の勉強が必要」という話に驚きました。今年予備校に行かれた方も

全員看護学校に合格できるよう頑張って欲しいと思います。
　昨年度は７名の方が看護学校に合格して入学しました。また、看
護学校を卒業した７名も准看護師試験に合格し、
４名が正看護師学校に進学し、３名の方が働いて
いるという嬉しい報告を受けました。
　看護師という仕事は、コロナ禍で報道されているように、また予
備校の先生の話でも大変な仕事ですが収入も需要もあり、ひとり
親家庭の生活の安定につながり、しかもやりがいのある仕事です。
お子様のためにも今年、この講座を受講される方々は、先輩のよう
に頑張ってくれる事を期待しています。
　減収や解雇の不安が生じる非正規就労から正規就労へと繋が
るように、またこの様な辛い時代だからこそ、お互い助け合い新し
い情報交換をしながら、皆様と共に前進していきたいと思います。
　最後に次 と々新種の変異株が現れるコロナ禍、皆様のご健康と
ご多幸を心よりお祈りいたします。

理事長　勝山 孝一般財団法人　堺市母子寡婦福祉会未来に向かって
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令和3年度介護福祉士実務者研修を受講された15名のうち11名が国家資格介護福祉士に合格されました。令和3年度正・准看護師学校受験対策講座を
受講された10名のうち7名が看護学校に合格されました。ステップアップおめでとうございます。
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日曜日

毎週木曜日
（全18回）

毎週水曜日

申込受付　８/1 - ８/15

申込受付　６/１ ｰ ６/１５

申込受付　2/1 - 2/15

申込受付は終了しました

看護師資格をめざす
方のためのセミナー

介護福祉士
実務者研修
介護職員
初任者研修
正・准看護師学校
受験対策講座
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各種相談

就労支援

ひとり親家庭相談
●育児や家事・生活一般

ひとり親世帯家計相談
●家計管理や教育費など将来必要になるお金の相談
　相談はひとり1時間程度（原則2回まで）無料
　日程等はお問い合わせください

◆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。月曜日～金曜日（祝日を除く）
　9時～12時、13時～17時（受付は16時まで）
◆専門員による将来の生活設計アドバイス
　将来の教育資金計画などの生活設計についての相談
　原則火曜日（祝日/年末年始を除く）
　9時～12時、13時～17時（受付16時まで）

就業相談 対応：社会保険労務士等

●履歴書の書き方や会社訪問・面接指導

●就業時の社会保険制度

●子育てと仕事の両立について

●仕事上の悩みについて

法律相談（一般）
●財産分与など生活上の諸問題に関する相談
●離婚問題・子の親権などの相談は離婚前でも
    受けています。※電話予約が必要です。
    毎月第3木曜日（祝日/年末年始を除く）
　１４時～1５時、1５時３０分～1６時３０分
　（相談回数２回まで）

法律相談（養育費）対応：弁護士

対応：弁護士

対応：ファイナンシャルプランナー

●離婚問題・養育費・子の親権などの相談は
　離婚前でも受けています。※電話予約が必要です。
　毎月第1金曜日・第2水曜日（祝日/年末年始を除く）
　１４時～1５時、1５時３０分～1６時３０分
　（相談回数２回まで）

職業紹介
●情報提供や紹介

●ハローワーク堺と連携した就職支援

プログラム策定
●児童扶養手当を受給している方の特別就職支援
より手厚くその方に合ったプログラムを策定し
ハローワークと連携して支援します。

休日相談・夜間相談 就業相談・生活相談等

生活相談・教育相談等

●ひとり親家庭の様々な相談を受け付けています。

◆休日相談（原則として）
　毎月第1・第3日曜日
　10時～12時、13時～16時
　（受付15時まで）

◆夜間相談（原則として）
　毎月第2木曜日
　17時～19時30分
　（受付19時まで）

（全10日間）
（第８・９回目は曜日選択）

2023.12023.12022.82022.8

お問い合わせ・予約・日程確認 TEL.0 7 2 - 2 2 4 - 7 7 6 6
月～金（祝日・年末年始を除く）9時～17時 http://www.sakaiboshi.org

HPでも詳細をご覧いただけます
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INFORMATION

ありがとう
ございます

賛助会員・協力会員を募集しております賛助会員・協力会員を募集しております

令和4年度 賛助会員ご芳名 〈敬称略〉

わたしたちの活動に賛同していただける
賛助会員・協力会員を募集しております。

●株式会社ＮＲＥ

●株式会社ＮＲＥ　中野一郎

●株式会社ＮＲＥ　中野康子

●株式会社母子福祉増進会

●南海国際旅行　西日本営業部

●堺ヤクルト販売株式会社

●アサヒ飲料販売株式会社

●広告デザイナー　アドナコム

●税理士法人　ユーマス会計

●リーガルブレスＤ法律事務所

●オフィスＷＡＤＡＭＯＲＩ

●暦日俳句会　福原実砂

●吉田靖志

●みどり

●株式会社　堀内八郎兵衛

●有限会社　花源　木村悦三

●社会福祉法人　風の馬

●福田校区福祉協議会

●登美丘東校区福祉委員会

●熊野校区民生委員児童委員会

●国際ソロプチミスト堺　齋藤里美

●国際ソロプチミスト堺　万代勇美子

●北側和代

●友谷ノブ子

●辻野圭子

●山中トヨ子

●北埜悦子

●中島眞悠美

●田中篤子

●高倉み世子

●匿名

●勝山孝

●浜寺石津校区民生委員・児童委員会

●吉村社会保険労務士事務所

●NPO法人 子ども未来　事務局　辻本加平

皆様からご支援いただいた会費は、「夏の一日野外活動」「みかん狩り」
「小・中学入学祝金」などに使わせていただきます。日頃働いているひと
り親家庭のお母さん、お父さんと子どもたちに楽しい一日を過ごしてい
ただき、幼い日の良い思い出の一つになればと願っています。一人でも
多くの方たちの笑顔のためにこれからもご協力を賜りますようよろしく
お願いいたします。

賛助会費 1口10,000円／年

協力会費 1口　1,000円／年

日 時 ：

場 所 ：

内 容 ：

講 師 ：

令和4年6月26日（日）　 午後1時から

堺市総合福祉会館　大ホール

式典　午後1時より

講演　午後1時50分より

「健康フォーラム　あなたは大丈夫？

“隠れ脂肪肝”すぐできる食事と運動のコツ」

大阪大学大学院医学研究科

循環器内科学医学部講師

小関 正博  先生

令和４年2月に行われた准看護師資格取得

試験に7名の方が合格され、さらにスキル

アップの為4名の方が正看護師学校に進

学されました。

また令和４年度「正・准看護師学校受験対策講座」に8名

の方が４月よりスタートしました。勉強と子育ての両立で

大変厳しい道のりですが、自分の夢に向かって進んでい

ただきたいと思います。

5月は、浜寺公園のバラ園を

散策しました。

※今年度はコロナウイルス感染対策を徹底し
　規模を縮小して行います。

堺市母子寡婦福祉会に入会しませんか？

さまざまな立場の人が集まり、力を合わせて一緒に活動しています。 こんな時期だからこそ、人との繋がりを作りませんか？

母子部からのお知らせ

堺っこドリームキャンプ2022

日 程 ：

行 先 ：

募 集 ：

申 込 ：

会員限定行事の「堺っこドリームキャンプ2022」は、コロナ

ウイルス感染対策をとりながら開催することになりました。

8月20日（土）～21日（日）

国立淡路青少年交流の家

ひとり親家庭の母または父とその子

（小学１年生～中学３年生までの親子）

5月25日（水）～6月8日（水）

詳しくはHPをご覧ください。

http://www.sakaiboshi.org

今年の夏は

堺市母子寡婦福祉大会のご案内 准看護師資格取得・合格

趣味の会

健康的な毎日は
食事と運動から！

ひとり親家庭や寡婦の生活安定のために活動している

一般財団法人です。ひとり親家庭のお母さん、お父さん

と子どもたちみんなでイベントに参加して交流し、仲間

作りをしませんか？

入会申込み方法や、

最新情報はHPで確認できます

クリスマス会・みかん狩りなどのイベント、会員特典もあります！

会員って面倒だな…。子どもは引っ込み思案だし…

みんなといっしょに楽しめるイベントがたくさんだから仲良くなれるよ！

お電話またはホームページからのお手続きが可能です。
ホームページからは「入会申込みバナー」から、
スマホからは、右上メニューボタンの「入会申込み」をご覧ください。

電話番号 072-223-7902

年会費 1,000円
入会方法

ひとり親家庭のお母さん、お父さん
や子どもたちが、楽しく交流や情報
交換ができるような場所として発
足しました。
お気軽にお立ち寄りください。

しらゆり会発足しました。

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

堺市母子寡婦福祉会　TEL.072-223-7902
お問い合せ先： 

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
現在ホームページリニューアルの準備中です！
近日公開予定ですので乞うご期待！！

http://www.sakaiboshi.org

堺市母子寡婦福祉会 検索

スマホでも
見やすい！

キャンプ楽しみだな～♪


