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　札幌市母子寡婦福祉連合会の皆様方におかれましては、日頃から、札幌市の子ども・子育て行政に御理解
と御協力をいただいておりますことに、厚く御礼を申し上げます。
　さて、先日公表されました国民生活基礎調査の結果では、ひとり親家庭の相対的貧困率が50.8％と、その
約半数が貧困であるとの厳しい現状が数値として明らかになったところであります。
　札幌市におきましても、就業支援を中心とした各種支援施策の強化を図っているところではありますが、継続した支援が
必要であるとの認識を強くしたところであります。
　しかしながら、ひとり親家庭等への支援施策の多くは、貴連合会のお力添えがあってのものであります。
　指定管理事業である「ひとり親家庭支援センター」や委託事業の「ひとり親家庭学習支援ボランティア事業」などのほか、
昨年10月には、新たな貸付制度である「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金」の運営を開始していただくなど、既
に数多くの事業を担っていただいておりますが、引き続き、ひとり親家庭等の生活の安定と向上のために御尽力をいただき
ますとともに、札幌市の取組に対しまして、変わらぬ御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
　結びになりますが、貴連合会が箭原新理事長のもと、益々御発展されますことを祈念いたしまして、挨拶の言葉とさせて
いただきます。

札幌市子ども未来局　局長　可　児　敏　章

● 理事・監事の紹介 ●

理 事 長　箭原　恭子
副理事長　溝江　眞紀
　　　　　栃本　裕子
常務理事　岩㟢　惠代

理事
区 氏名 区 氏名

中央区 　栃本　裕子 豊平区 　岩㟢　惠代
○石橋　里香 　保木　麻里

北　区 ○板狩美佐子 清田区 　保苅　尚子
○土田　里江 　長谷山慶子

東　区 　溝江　眞紀 南　区 　保芦　和子
○小林　優子 　川村　文恵

白石区 　熊谷智惠子 西　区 　石浜　悦子
　箭原　恭子 　大友ケサヱ

厚別区 ○小村久美子 手稲区 　本村みゆき
○斉藤美奈子 ○安田亜記子

○新理事
監事
区 氏名 外部幹事 氏名

豊平区 岩谷　浩美 山本　紀義5/21　定期総会

平成29年度
新役員

～ひとり親家庭等の自立促進に向けて～

　平成29年5月21日に開催されました理事会において、理事長に就任いたしました。
　副理事長を4期勤めさせていただきましたが、理事長はまったく別の仕事なのだと、理事長の背中の大き
さに守られていたと改めて感じているところでございます。これからは自分自身が風上に立ち、向かう方向
を示さねばなりません。しかしながら、ひとり親家庭を取り巻く社会的環境は過渡期にあり、目まぐるしく
変化しています。団体の存在を知らない、制度のはざまにいて支援の手が届かない、支援サービスになかなかアクセスでき
ない等のひとり親家庭への周知や、未加入者への加入促進を推し進めることが団体に課せられた使命だと思っています。今
日的な課題の解決に向け一歩一歩取り組んでまいりますので、皆さま方のご指導ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

公益社団法人　母子寡婦福祉連合会　理事長　箭　原　恭　子

～2017年就任ごあいさつ～

副理事長
溝　江　眞　紀

常務理事
岩　㟢　惠　代

　3期目を迎えました
が、今期は特に大きな
節目の年と感じてお
ります。新理事長のもと、微力ながら任
を務めたいと思いますが、何よりも会
員の皆様のご理解とご協力が必要で
す。よろしくお願い申し上げます。

　引き続き常務理事
になりました…2年
はあっという間でこ
れといった成果もあげられず今後何
をしたら皆様のお役に立てるかを考
えながら新役員と共に札母連を盛り
上げて行きたいと思います。どうぞ
宜しくお願いします。

副理事長
栃　本　裕　子
　平成29年度、改選の
年にあたり、副理事長に
選任されました。中央区
母連会長の栃本裕子と申します。会員の
皆様の御意見を第一に考え、新理事長の
もと先輩の理事と一緒に微力ではありま
すが、頑張って行きますので何卒宜しく
お願い申し上げます。



寡婦さん ご紹介します
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豊平区

首藤 好子さん
（お子さん2人）

趣　味： 色々ありますが、今は豊
平区の高齢者大学『創造
学園』の2年生で活動中

「私はこの札母連を知ったの
も入ったのも遅く、まだ5年位
しか経っていないのです。初め
はよく分からないまま茶話会に
誘われ参加したのですが、その
時に色んなイベントや勉強会を
やっているのを知り、娘にも参
加して欲しいと思ったのがキッ
カケです。私も寡婦で参加出来
ると言われ、今では私、娘、孫
まで楽しませていただいており
ます。7月の母子一泊旅行も楽
しかったみたいで、娘も自分と
同じ境遇の方が一緒に参加して
いるので話しやすいみたい。母
子会に参加してから娘の子育て
も少し角が取れて丸くなった感
じがします。」

趣　味：編み物、小物作り
　　　　 65歳になってからは手稲

区の高齢者大学『稲苑大学』
の仲間とのご縁で【麻雀】
を習い始めた。

手稲区

池田 眞里子さん
（お子さん2人）

「母子会に入会してから数えると
33年になります。最近の楽しみは寡
婦だけで行く、年に1回の温泉。皆ん
な母子時代からの顔見知りだから、し
ばらく振りに会っても会話が弾みます。
長いこと母子会にお世話になった

おかげと、温泉での裸の付き合いも
あり、家庭の悩みなど込み入った話
もざっくばらんに出来て、それだけで
心が軽くなりました。今年は温泉に
加え、木下大サーカスと札母連の講
習会にも参加するなど盛りだくさん！
手稲区では母子と寡婦の合同イベン
トもあり、ボーリングや焼肉など会長
が中心となり楽しい企画をしてくれ
るので、参加者は結構多いですよ。」

趣　味：キノコ・山菜採り、旅行

南　区

小村 乙美さん
（お子さん2人）

「南区は月に1回、役員会があり
色々な話をしています。母子&寡
婦でバスを借りて富良野に行った
り、ミュージカルや野球も観に行
きました。
『レク係』という担当がいて、
毎年楽しい企画をしてくれます。
また、新年会を定山渓温泉でやる
ので、中学生の参加率もいいです。
母子会の会員さんは仕事も育児
も忙しいから、休日は出来る限り
子どもとの時間を大切にして欲し
いと思うのです。無理しないで欲
しいから…と思うとやはり動ける
のは寡婦。そうなると悩みは『後
継者育成』
今の時代、2つも3つも仕事を掛け

持ちでやってるお母さんが少なくない。
自分自身が母子時代、先輩寡婦さ
んに「大丈夫大丈夫、出来ない所は
私たち寡婦に任せて！」と言われ、
ここまで何とかやって来られたか
ら、今は私が、若い母子さんたちを
サポートしたいと思います。」

南区・小村さん「まなトピアにお手伝いに行って子どもた
ちの顔見るとね、『お母さんたち、頑張って育てている
なぁ〜』って思いますよ。私たち寡婦が経験してきた事を、
次世代の母子に引き継ぎたい、支えていきたいと思います。」
広報部員「1人で悩み抱えず、札母連の事務局をはじめ、
各区の会長、そして今日お集まりいただいた寡婦さんたち
がいるよ！大丈夫だよ！って感じてもらえる、そんな安心
出来る居場所や存在の1つとして、この札母連を思い浮か
べてもらえるといいですね。」

キラキラ寡婦の小村さん（南区）、首藤さん（豊平区）、池
田さん（手稲区）、お話いただきありがとうございました！
今回で全区の寡婦さんのご紹介できました。皆様ありがと
うございました。
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第61回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会

決　議　事　項
　平成29年度第61回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会において、ひ
とり親家庭及び寡婦の更なる福祉向上を図るため、次の事項の実現を国及
び地方自治体に強く要望します。

1．�平成25年3月に施行された「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支
援に関する特別措置法」に基づき、雇用の拡大、また就労状況の改善の
ため、より積極的な就業支援策が講じられるよう要望します。

1．�ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両立ができるよう、安定した居
住の確保、保育所への待機児童の解消、放課後児童クラブ等への優先入
所と利用時間の拡大など、子育て支援と生活環境の一層の充実を要望し
ます。

1．�児童扶養手当支給の所得制限及び同居親族の所得条件の緩和と、第2子
以降の子どもに対する手当がさらに充実され、母子家庭の母と子どもた
ちが将来に希望が持てるような施策を講じられるよう要望します。

1．�親の経済状況により、子どもが将来への夢をあきらめることのないよう、
給付型奨学金制度の更なる拡充と共に貸与型奨学金の無利子化を要望し
ます。

1．�養育費の支払い履行に向けて、義務を果たすための実効性のある法整備
を要望します。

1．�東日本大震災及び熊本地震により、長期にわたる避難生活を余儀なくさ
れている子どもや寡婦に対し、心と体のケアなど総合的な支援対策の充
実強化を要望します。

平成29年10月1日
平成29年度第61回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会　参加者一同

　　　　　　2017年9月30日（土）、10月1日（日）

　　　　　　シャトレーゼガトーキングダムサッポロ

　　　　　　590名　延べ978名（2日間）

と　　き

と こ ろ

参加人数

テーマ　“支え合い、共に目指そう明るい未来”

厚生労働省
子ども家庭局　家庭福祉課
母子家庭等自立支援推進官

佐々木　淳也�氏

◆�まなトピアの講師をしています。
母子寡婦世帯の厳しい現実と学習
支援の重要さを知り、身の引きし
まる思いでした。一層の熱意をもっ
てボランティアに取り組んでいき
たいです。

◆�わかりやすい内容で、良かったで
す。これからの生き方・考え方に
生かそうと思います。

◆ソーラン節のジャズが新鮮でした。

参加者の声

次回は青森で開催です。

研修討議

行政説明

講　演

交流会
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in ルスツ

母子会や子育てについて

午前授業

幅広い年齢層の学生

国の制度が利用できる

9：20 ～ 12：40 ／ 2 年制

135 名在学  18 ～ 68 歳（平均年齢 37 歳）

実際に学生の利用する国の制度をご紹介します。

資料請求ＱＲ

住所： 札幌市中央区大通西18丁目2番8号１階　電話：011-616‐1771

奨学金贈呈式 と　き　平成29年6月29日（木）19時～20時
ところ　札幌市社会福祉総合センター4F　大研修室

✿ 奨学金贈呈 ✿ 合計 175名

北海道新聞社会福祉振興基金奨学金 （52名）

北洋銀行奨学金 （25名）

札幌信用金庫社会福祉基金奨学金 （25名）

北海道CGCみどりとこころの基金 （45名）

札幌市母子寡婦福祉連合会奨学金 （28名）

さっぽろ大通ビアガーデンさっぽろ大通ビアガーデン
ビールチケットの売り上げの一部が奨学資金造成に役立っています。
販売にご協力いただき、ありがとうございました。

7月20日（木）～8月15日（火）福祉協賛

　　   母子一泊旅行　7月29日～30日
参加していたお母さんにインタビューしてみました！！

同じ年頃の子どもがいる
母子と一緒に参加できて
励みになりました。

塾は高くて無理だけど
「まなトピア」に通わせること
ができて、子どもが勉強が
好きになりました。

母子会に参加したきっかけは、
ほりでーまむを利用したことか
ら勉強会やイベントにも参加
できて、とてもありがたいです。

就業支援で資格をとって
スキルアップにつながり、
収入も増えました。

母子部の茶話会 ◆茶話会の感想・意見◆
●母子のみで話合う機会が欲しいとずっと

思っていたので、参加出来て良かった。
2時間では足りないくらいだった。継続
して欲しい。

●皆が気になる部分は自分も興味がある話
だったので、とても参考になった。

●中学でかかる費用について、「どこに聞
いたらいいだろう」と最近不安だった。
高校・大学の話まで聞くことが出来て、
少し安心した。

● 9月10日 ●
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セ ン タ ー だ よ り

お知らせお知らせ

日時　　平成29年6月29日（火）　13:00～15:00
会場　　ひとり親家庭支援センター　 1階　技能習得室

講師　　高森　清隆 氏
　　　　東京海上日動あんしん生命保険（株）

将来に向けてのライフプランについてわかりやすく教えて頂きました。参加者からも「生活を見直すきっかけとなり、
大変勉強になりました」との声も多く、皆さん積極的に質問をする場面もあり、とても大好評でした。

参加者
24名

参加者
12名

離・転職セミナー①

家計の見直し　ライフプラン講座　が終了しました

日時
場所

講師平成29年9月12日（火）　13:00～15:00
ひとり親家庭支援センター　 1階　技能習得室

高森　清隆 氏
トータルライフパートナー

第1回　離･転職セミナーでも好評でした講師に高森様をお迎えし、本質を伝える英語で話すコツからビジネスシーンでの英
会話を学びました。2人1組でワークを進めながら、和気合いあいとした雰囲気の中で進み、参加者からも「英会話を楽しく学
べました。英語に対する恐怖心がなくなりました」「忘れていた単語がよみがえってきて、脳細胞が元気になりました」「英語
PartⅡのセミナーを是非！」との声が多く聞かれました。

離・転職セミナー②
仕事に活かす！ビジネス英会話講座　が終了しました

亀田相談員センター利用日・時間

平日　10時〜19時　　土･日･祝日　10時〜17時

札幌市ひとり親家庭支援センターでは、ひとり
親家庭相談・仕事を探している方の就業相談・
自立に必要な技能習得のための各種講習会・
交流の場の提供を行っております。　

就業に関する相談を受け付けており、希望する雇用条件等を登録して頂きハローワークと連携
し就業経験や適性に応じた求人情報を提供しています。4月より就業相談員として亀田相談員が
就任致しました。どうぞ宜しくお願い致します。

ひとり親家庭等就業支援センターからのお知らせ
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事 務 局 だ よ り

就任ごあいさつ
事務局長 櫻井一清事務局長 櫻井一清一般財団法人

札幌信用金庫 社会福祉基金　様
北海道新聞社会福祉振興基金　様
札幌交響楽団　様
札幌エルムライオンズクラブ　様
札幌ＩＲＩＳゾンタクラブ　様
サッポロ・シティ・ジャズ 実行委員会　様
札幌菱友会　様

▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲これからの行事予定
寡婦一泊研修旅行（１班・２班）

平成29年度 全国母子寡婦福祉研修大会

ひとり親家庭クリスマス会

新年のつどい

親子のスノードーム工作会

札母連研修会

平成29年度 臨時総会

10/28（土）・29（日）・30（月）

11/4（土）・5（日）

12/17（日）

30・1/12（金）

1/14（日）

2/18（日）

3/23（金）

　所場　事行　程日
グリーンパークしんとつかわ

名古屋市／ウエスティンナゴヤキャッスル

社会福祉総合センター

中央区／ロイトン札幌

ひとり親家庭支援センター

社会福祉総合センター

社会福祉総合センター

✿

✿

✿

✿

✿

✿

✿

廣西・ロジネットジャパン社会貢献基金　様
おてらおやつクラブ　様

✿

✿

札幌ポプラライオンズ　様✿

✿

ご寄付・ご寄贈をいただき
ありがとうございました

　4月から札母連事務局長になりま
した櫻井です。どうぞお見知りおき
を願います。
　私は札幌市に約40年勤めました
が、その中で子ども未来局に2年お
りましたので、札母連とおつきあい
がありました。そんなご縁があって

呼ばれたのだと思いますが、当時も喧嘩しないで
いて良かった（笑）。
　今年は東北・北海道地区大会があったり、理事
長が変わったり、何かと忙し
いですが、少しでもお力にな
れれば嬉しいです。よろしく
お願いします。

札幌キワニスクラブ　様
（順不同）

賛助会員　加入者のご紹介
法人会員：株式会社　フォルテ　様
　　　　　国際ソロプチミスト　札幌グローリア　様
個人会員：中囿　桐代　様 川邊　敏恵　様

川合　惠子　様 鉢　　直人　様
岡崎　一成　様 針金佳世子　様
鈴木　拓治　様 （順不同）
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☎011-631-3270　までご連絡ください
（受付時間／月～金　9：00～17：00）

お問い
合わせ先

札母連だよりは札幌市内の保育園、区役所等においてあります。
個人発送をご希望の方は、ご連絡ください。TEL(011)631-3270　●年2回発行　●送料1部100円

中央区

北　区

白石区

西　区

清田区

東　区

手稲区

南　区

厚別区

豊平区

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週日曜日

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週土曜日

毎週日曜日

毎週土曜日

13：30～15：30

13：00～15：00

18：00～20：00

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

18：45～20：45

13：30～15：30

18：00～20：00

14：00～16：00

ひとり親家庭支援センター（中央区大通西19 社会福祉総合センター内）

麻生団地集会所（北区麻生町4）

東白石児童会館（白石区本通13南）

西区民センター（西区琴似2の7）

清田区民センター（清田区清田1の2）

東区民センター（東区北11東7）

いなづみ児童会館（手稲区前田4の4）

南区民センター（南区真駒内幸町2丁目2の1）

厚別区民センター（厚別区厚別中央1条5丁目3の14）

豊平区民センター（豊平区平岸6条10丁目）

曜　　　日 時　　　間 会　場　名

（予約制）

ひとり親家庭のお母さん、お父さん又は1人暮らしの寡婦の方が、一時的な病気や技能習得の為、家事援助保育
サービスが必要となった際に、支援員を派遣する事業が、これまでの支援内容に加え、
残業等でも利用できるようになります
※未就学児を養育している方が残業等で帰宅時間が遅くなる場合、定期的に家事や保育サービスを行います
　(保育園にお迎えの際は生活支援サービス(有料)の利用が30分から可能になります)
※事前登録が必要　　　　　　
※お問い合わせは札母連まで　TEL：６３１ー３２７０

～ひとり親家庭等日常生活支援事業が、拡充されました!～～ひとり親家庭等日常生活支援事業が、拡充されました!～

土・日曜無料学習塾
各区で「さっぽろ・まなトピア」開講してます

土・日曜無料学習塾
各区で「さっぽろ・まなトピア」開講してます

～賛助会員の募集～
　私たちの団体は、昭和29年創立以来ひとり親家庭及び寡婦の生活安定と未来
を担う子ども達の健全育成を図るため幅広い福祉活動に努めてまいりました。
　この度、当団体の健全かつ着実な事業展開を図るため、新たに賛助会員制度
を設けました。私達の活動に賛同される方々からのお申込みを心からお待ちし
ております。

≪年会費≫
◇個人会員（1口）…  3,000円
◇法人会員（1口）… 10,000円

（公社）札幌市母子寡婦福祉連合会

お知らせお知らせ

清掃スタッフ募集してます！！
幅広い世代の方が、元気に働いています！

【時給】880円　※採用後6ヶ月間は830円
勤務地等、詳細は事務局まで（011）631-3270
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