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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、
健やかに初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　長引く新型コロナウイルス感染症の流行による雇用環境
の悪化や日常生活の制約、さらには家計への影響が大き
い物価高騰など、ひとり親家庭や寡婦の方々は、経済面・
生活面ともに一層厳しい状況に置かれています。
　そのような中、貴会におかれましては、本市が委託する
「堺市母子家庭等就業・自立支援センター業務」にて、就
労や法律に関する様々な相談など、各家庭の状況に寄り
添ったサポートにご尽力いただいていますことに厚くお礼申
し上げます。
　本市では市政運営の大方針で
ある「堺市基本計画2025」の重点
戦略の施策に「厳しい環境にある
子どもと家庭への支援の充実」を
掲げています。また、令和4年度予算では「子どもの貧困お
よび貧困の連鎖の解消」を重点項目として、経済的自立に
つながる施策の充実等に力を注いでいます。
　昨年6月には貴会をはじめとした民間支援団体3者と、そ
れぞれの資源や特性を相互に活かした効果的な援助を行
うため、「ひとり親家庭等の自立支援に関する協定」を締結
しました。また、10月には仕事、育児、家事を一人で担う多
忙なひとり親家庭の利便性に配慮し、SNSを活用したオン
ラインでの就職・転職相談を開始しました。食料品等を提
供するフードパントリー事業や学生服のリユース事業も
行っています。
　ひとり親家庭と寡婦の方々が安心して暮らし、未来に希
望を持つことができるように、引き続ききめ細かな支援に力
を尽くします。皆様には本年も一層の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
益々のご躍進と、皆様にとりまして健康で実り多い一年とな
りますよう祈念申し上げ、新年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、お健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
　皆様方には、平素より共同募金運動をはじめ本会が推
進する諸事業に、多くのご支援とご協力を賜り厚く御礼申し
上げます。
　さて、長引く新型コロナウイルス感染症により、社会・経
済活動の停滞を招いていることから、私たちの抱える生活
課題も顕著になり、日常の暮らしを不安定なものにしていま
す。そのためにも、就労機会の確保をはじめ各世帯の生活
基盤の安定に向けた対応が喫緊の課題となっています。
　そのような中、貴会は近年のコロナ禍においても、会員間
の繋がりを深めてこられ、堺市母子家庭等就業・自立支援
センター事業を拡充されるとともに、家計相談支援等を積
極的に展開するなど様々な活動を企画してこられました。更
に昨年から、ひとり親家庭等の自立支援に関する協定を締
結され、機関連携による対象世帯の支援強化に努められ
るなど、本市福祉の推進に尽力されていること
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、堺市と合同で策定した地域福祉計
画「堺あったかぬくもりプラン４」に基づき『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』等を実施しています。
　そして、“誰一人として取り残さない持続可能な社会の
実現をめざす”SDGｓの目標のひとつ「すべての人に健康
と福祉を」の達成にむけ、人と人とのつながりの大切さが感
じられ、子どもたちが未来への夢や希望を限りなく抱ける社
会の実現をめざし、地域福祉活動の推進に邁進して参りま
す。皆様におかれましては、これまで同様のお力添えを賜り
ますようよろしくお願いいたします。
　新春にあたり、貴会の益々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

看護師特集!
令和3年度から、ひとり親家庭等就業支援講習会の中に『正・准看護師学校受験対策講座』が拡充されました。令和5年2月
19日には『看護師資格をめざす方のためのセミナー』が初めて開催されます。病院に行くと必ずいる看護師さん。看護師資格
を目指すきっかけ、どうしたら看護師になれるのか、費用や給付金についてまとめました。

准看護師になるには、各都道府県が実施する准看護師試験に
合格する必要があります。准看護師試験は、指定の准看護師
養成学校を卒業した人に受験資格が与えられます。養成学校
の入学資格は中学卒業以上になります。
正看護師になるには、看護師国家試験に合格する
必要があります。試験の受験資格は、指定の養成
学校で看護師課程を修了することで得られます。
看護師課程は高校卒業以上で3年課程です。

どうしたら正・准看護師になれるの？

看護師になるためには、看護学校を受験する費用、交通費、入
学金、授業料、施設設備充実費、実習費などが必要です。学校
によってかかる費用は変わりますが、ひとり親にとっては大き
な負担になると思います。そんな時、利用できる制度として高
等職業訓練促進給付金、高等職業訓練修了支援給付金、看護
奨学金などがあります。（右記）

どんなことに費用がかかるの？

“親支援講座”のお知らせ

子どもの気持ちを
考えたときにできること

日 　 程：

時 　 間：

場 　 所：

費 　 用：

締 　 切：

令和5年1月28日（土）

13時半～15時半　13時受付開始

堺市総合福祉会館4階

無料　※就学前児童の託児あり（要予約）

令和5年1月20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！

病気になった時に看護師さんに優しくしてもらった

子どもが病気で不安な時に励ましてくれた

子どもの時から看護師さんに憧れていた

看護師資格をめざすきっかけ

高等職業訓練促進給付金
1年以上の資格取得をめざす方向けの給付金で、条件はあります
が非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万5百円の支給
があります。

高等職業訓練修了支援給付金
看護学校修了後に申請できる給付金で、非課税世帯5万円、課税
世帯2万5千円の支給があります。
※高等職業訓練促進給付金と高等職業訓練修了支援給付金は各区子育て支援
　課に問い合わせください。

看護奨学金
他の奨学金と併用できたり返済の免除があります。病院ごとに制
度が異なるので、詳細は希望する病院に問い合わせください。

看護師資格をめざす方のためのセミナー看護師資格をめざす方のためのセミナー

看護師学校の受験について、正看護師と准看護師の違
い、受験費用・競争倍率・年齢層や入学後の費用・生活
面・収入など現在の状況を直接聞けるチャンスです。少
しでも興味のある方は、ご参加下さい。

お問合せ・お申し込みは
堺市母子寡婦福祉会事務局
TEL.072-223-7902

日 　 程：

時 　 間：

場 　 所：

費 　 用：

締 　 切：

令和5年2月19日（日）

14時半～15時半　14時15分受付開始

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5年2月15日（水）　先着20名
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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。皆様にとっては、withコ
ロナで形態を変えての生活で新年をお迎
えの事と思います。昨年はコロナ禍に加え、
長期化している戦争、円安の影響などから

の日常生活に密接なエネルギー・食料品等の価格上昇が
続いており、特に所得の少ない世帯の生活に重大な影響を
及ぼしました。とりわけひとり親家庭においては48.1％が相
対的貧困に苦しむ中、物価高騰の影響は甚大です。
　そんな中、昨年は、堺市母子寡婦福祉大会、堺っ子ドリー
ムキャンプ、みかん狩り、寡婦旅行、クリスマス会と行事も何
とか実施出来ました。また定例の「しらゆりの会」、寡婦の

「趣味の会」も盛況でした。みかん狩りは雨天の中でとても
大変でしたが、「美味しいみかん」と言って頂きほっと一安心
しています。
　やはり、ひとり親家庭の皆様にとってコロナ禍の影響など
で交流の場が少なくなり、また家計の余裕がないために、慰
安激励の行事にたくさんの応募があり、驚きと同時に続け
る必要性を強く感じました。
　この不安定な我が国の経済下、ひとり親家庭が経済的に
自立できますよう、生活環境の改善をめざし、皆様のご支援
ご協力を得て取り組んで参りたいと思います。
　最後に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4年11月13日（日）
みかん狩り
みかん狩りの当日は、天気に恵まれず参加者が少なかった
のですが、後日たくさん実ったみかんを参加できなかった親
子にお渡しすることができました。今年のみかんはとても実
りがよく、甘くておいしいとの感想でした。

令和4年12月18日（日）
クリスマス会を開催
まるたせんせによる歌やゲーム・マジック
など、笑い声がいっぱいの楽しいクリス
マス会になりました。

ハーバリウムを作ろう
日時：
場所：
費用：

令和5年2月19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4年11月16日（水）
水郷巡りと休暇村近江八幡での昼食
水郷をゆったりと手漕ぎ舟で巡り休暇村近江八幡にてブラ
ンド牛と琵琶湖の恵みをいただきました。紅葉も見ごろで楽
しい一日でした。

令和4年12月2日（金）
趣味の会・映画鑑賞会「総理の夫」

趣味の会は１２月２日に映画観賞会
「総理の夫」を行いました。田中圭さん
と中谷美紀さん主演のコミカルかつ、
今の政治に皮肉を込めた作品でした。
暖かい飲み物とおやつを用意し楽しみ
ました。

寡婦：日帰り旅行

　母子部　部長　　三隅 香里

明けましておめでとうございます。
　依然コロナ禍が続いていますが、少しず
つ社会も動き出し、夏のキャンプやみかん狩
り、クリスマス会と感染予防対策を取りなが
ら、楽しい親子激励行事を行いました。今後

も楽しい企画を考えていきます。ひとり親家庭の
方々に寄り添える居場所、親子が気楽に交流で
きる情報交換の場になればと考え、「しらゆり会」を立ち上げ
ています。お気軽にお立ち寄りください。

令和4年10月30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
度は9名のうち6名が参加しました。進学や就職など進む道
は違いますが、夢をもって突き進んでほしいと思います。

令和4年11月5日
令和4年度 全国母子寡婦福祉研修大会に
参加しました
令和４年度全国・近畿地区母子寡婦研修大会が滋賀県で開
催され、「母子と寡婦、共に育む子どもの未来」について全国
6地区からのオンライン討議研修に参加しました。

ホームページが新しくなりました

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、最新情報をホームページ

で公開しています。 より見やすくなったホームページをぜひチェックしてみてくださいね！！

https://www.sakaiboshi.org
堺市母子寡婦福祉会 検索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！

NEW!

配給：東映・日活

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。
開催日はホームページをご覧いただく
か、堺市母子寡婦福祉会までお問合わ
せください。

“しらゆり会”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

堺市母子寡婦福祉会　TEL.072-223-7902
お問い合せ先： 


