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局長
札幌市子ども未来局

山 根　直 樹

令和3年度
新役員

　この度の改選で再選され、以前と比
べひとり親家庭に対する支援策も多く
提供され、スマホ一台で情報が手に入
ることを実感しておりますが、人との繋がりを大切に心の
交流を図り、組織の力を結集し、周囲の人の力もお借りし
ながら「子ども達の笑顔を大切」に活動していきたいと考
えておりますので今後ともどうぞ宜しくお願いします。

副理事長
阿 部   孝 子

　今回の改選で引き続き副理
事長に選任されました、手稲
区のほんむらと申します。
昨年度からコロナ禍で行事等が開催できず、
皆様とお会いする機会も少ないですが、会員
の皆様のご理解と協力のもと、お役に立てる
様努力しますので、よろしくお願いします。 

副理事長
本 村   みゆき

　コロナ禍はひとり親の厳し
い現状を浮き彫りにしたと同
時に、会員同士の絆を再認識
させてもくれました。箭原理事長のもと、微
力ですが会員の絆がより深まるよう、会務運
営にお手伝いできればと思っておりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

常務理事
溝 江   眞 紀

　年頭にあたり謹んで御挨拶を申し上げます。
　札幌市母子寡婦福祉連合会の皆様には、平素
より札幌市の福祉行政の推進に深い御理解と御協力をいただいてお
りますことに、厚くお礼申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、感染拡大防
止と社会経済活動の両立が課題となった一年でした。ひとり親家庭
支援としましては、資格の取得を目指す方への給付金事業の拡充や、
養育費確保支援事業の新設などの取組を実施してまいりました。
貴連合会におかれましては、昨年から相談業務における感染防止対
策の徹底やオンラインを活用した学習支援事業に取り組んでいただ
くなど、コロナ禍においても事業継続のためにご尽力いただいてお
りますことに深く感謝を申し上げます。
　どうか本年も、皆様のお力添えをよろしくお願い申し上げます。
結びになりますが、貴連合会の益々の御発展と、会員の皆様の御健勝
を御祈念申し上げます。

年頭にあたって

理事長
公益社団法人 札幌市母子寡婦福祉連合会

箭 原　恭 子
　新年あけましておめでとうございます。
　長引く新型コロナウイルス感染症は生活様
式を一変させてしまいました。2年が経とうとしていますが、当団体
でもほとんどの行事を行うことができておりません。コロナ収束は
めどが立たず、コロナとの共存とは、と問い続けながら、これまでの
常識にとらわれず、柔軟性をもった考え、行動が必要な世の中になっ
ていくのだと思われます。
　今期は改選の年であり、引き続き連合会理事長の任に当たらせて
いただくこととなりました。気持ちも新たにひとり親家庭・寡婦の福
祉の向上と子どもたちの健やかな成長のため微力ながら、努力して
いく所存でございます。
　来期には、皆さんと研修会や大会に参加したり、旅行に出かけられ
る世の中になっていてほしいと切に願います。

2021年就任あいさつ

○新任

区

白石区

監　事

伊豫田美知子○

外部監事

山本　紀義

区

中央区

理　事

田路　淳子　

阿部　孝子○

北　区
佐藤　弘美　

阿部　勉与○

東　区
溝江　眞紀　
小林　優子　

白石区
中薗真由美○

箭原　恭子　

厚別区
斉藤美奈子　

山崎　純江　

区

豊平区

理　事 区 理　事

岩﨑　惠代　

保木　麻里　

清田区
菅原　由美○

長谷山慶子　

南　区
保芦　和子　
川村　文恵　

西　区
伊藤千登世　

黒田美江子○

手稲区
本村みゆき　

安田亜記子　

理事長
箭 原   恭 子
副理事長
阿 部   孝 子
本 村   みゆき
常務理事
溝 江   眞 紀

札母連LINE
はじめました！
役立つ情報をお届けします。

さつ ぼ れん
友だち追加は
こちらから！
LINE ID 検索
@617xwxwa
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定期総会 書面評決5月

赤い羽根街頭募金に参加

札幌市へ要望書を提出

奨学金贈呈式6月

7月

コロナ禍により中止

札幌市母子寡婦福祉大会8月 コロナ禍により中止

東北・北海道地区母子部長会議9月

10月

新しい家族のあり方・
離婚後共同親権について考えよう!

「2021 女性プラザ祭」

11月

オンライン
開催

オンライン開催

サッポロビール大通ビアガーデン コロナ禍により中止

札幌市共同募金からのご厚志は、母と子の
育成事業に充当させていただきます。

令和3年度 札幌市母子寡婦福祉大会は、コロナ禍により中止
となりましたが、一昨年決議された事項を札幌市への要望書
として、11月2日（火）、札幌市長に提出いたしました。
当日は山根子ども未来局局長
ご出席のもと、札母連より箭
原理事長、阿部副理事長と櫻
井事務局長が持参し、母子家
族の母の通院と寡婦の通院・
入院医療費助成制度等を要望
して参りました。

と　き 令和3年 10月1日（金）～7日（木）

日本女性会議 2021 in 甲府
〜未来へつなぐ まちづくりは人づくり〜

38年目を迎える日本女性会議のメインシンポ
ジスト 上野 千鶴子氏を迎え、日本女性会議の
役割や取組について話し合われました。

11月8日（月）には、自由民主
党札幌支部連合会へ、下記の
事項について要望書を提出
いたしました。

と　き 令和3年 10月22日（金）・23日（土）

参加人数 16名

パネリストとして箭原理事長（当会）、山崎 菊乃さん（女のス
ペース・おん代表理事）と平井 照枝さん（しんぐるまざあず・
ふぉーらむ北海道）が参加、コーディネーターとして北海学
園大学教授 中囿 桐代さんが聞き手として開催されました。

プラバンレジン アクセサリーチャーム作り
と　き 令和3年 10月28日（水） 13：30～15：30
ところ ひとり親家庭支援センター 1F技能習得室

と　き 令和3年 11月12日（金）
ところ 北海道立女性プラザ（かでる2・7）
開催内容 憲法カフェ 6

参加人数 8名

令和3年度
行事報告

ひとり親支援センター・区民センターにWi-Fiの設置をして欲しい
❶公的施設にWi-Fiの設置
【要望書内容】

家族から陽性者が出た場合、ひとり親家庭の親は濃厚接触者とな
り経済的支援が必要になる

❷家族からコロナ陽性者が出た場合のひとり親家庭への支援

とてもステキな作品がつくれ、楽し
かったです。
他参加者の方たちの作品も個性豊か
で見ていても楽しかったです。
また、参加したいです!!
ありがとうございました!!

～参加者の感想～

養育費・面会交流会セミナー
と　き 令和3年 10月31日（日） 10：00～12：00
ところ ひとり親家庭支援センター
参加人数 19名
講　師 弁護士  池田  賢太 氏

 ・ 離婚・養育費・面会交流についてかみ砕い
　たわかりやすい内容で勉強になりました。
 ・ とても興味深くわかり易い講演でした。
　もっと聞きたかったです。
 ・ 先生の優しい感じと気さくなお話しで
　安心感を持って参加できました。

～参加者の感想～

▲札幌市へ要望書提出（11月2日）

◀自民党へ要望書提出（11月8日）
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74世帯89名のひとり
親家庭のお子さんへ
郵送にてプレゼント
をお届けしました。

令和3年度 各企業・団体の皆様

たくさんのみなさまより心あたたまるご寄付・ご寄贈いただきました
札幌市交響楽団   宮城完爾  様
アサヒ融雪株式会社  様
おてらおやつクラブ  様
株式会社 富士メガネ  様

札幌IRIS ゾンタクラブ  様
北海道コカ・コーラボトリング
　　　　　　　　　株式会社  様
トヨタファイナンス株式会社  様

社会福祉法人 札幌市福祉協議会 様
一般財団法人 北海道信用金庫ひまわり財団  様
篠路茨戸地区社会福祉協議会  様
篠路茨戸地区民生委員・児童委員協議会  様

平間   肇  様
篤志家  様
（順不同）

札母連会員限定特別お食事券

プレゼント
応募はがき

2021年もコロナで

クリスマス会

中止なんだって…

えっーー !!!

抽選

ひとり親クリスマス会ひとり親家庭
夏休み応援プロジェクト

ひとり親家庭
夏休み応援プロジェクト

なんと!
!

100通以上!!コロナに負けないで来年会いましょう！
サンタより

たくさん
の

はがき!
!

プレゼントに
応募しよう!! 投函完了!!

プレゼントは、札幌南ロータリークラブ様より
いただきました。ありがとうございます。

Merry Christmas!
Merry Christmas!

プレゼントを開けながら、わぁ
わぁ言って喜んでいました。子ど
も達がサンタさんのような素敵
な大人になってくれるよ
う、育てていければいい
なと思います。本当にあ
りがとうございました。

コロナ禍で頑張っている
子どもたちへ!

このプロジェクトは、
赤い羽根共同募金と
Amazon「みんなで応援」
プログラムより
ご支援を頂きました。

ご寄付・ご寄贈
ありがとうございました

このたび、大通りビアガーデンの
チケット販売で長年に渡り札母
連の奨学金給付にご貢献頂いて
いる（株）サッポロライオン様よ
り、札母連会員限定でお食事のご
提供をいただきました。

みんなでお食事
おいしかった♫

おこさまランチ
うれしかった☆

受け取った
皆様から

たくさんの感謝と
お礼の言葉が
届きました！
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さっぽろ・まなトピア

〜 奨学生よりお礼の言葉 〜
（一部抜粋）

令和3年度
札母連奨学金給付について
令和3年6月24日（木）予定しておりました奨学金贈呈式は、コロナ
ウィルス感染拡大防止のため中止となりましたが、各企業・団体様
のご協力により163名の高校生の皆さんへ給付されました。
厳しい状況のなか、ご支援をいただきました各企業・団体様へ厚く
お礼申し上げます。

●北海道新聞社会福祉振興基金
●北洋銀行
●北海道信用金庫ひまわり財団
●北海道CGCみどりとこころの基金
●札幌市母子寡婦福祉連合会
   （サッポロビール株式会社）

53名
20名
25名
45名
20名

-----------------
合計 163名

本来ならば母の手一つで子の学費を工面す
る状況の中、この様な機会に恵まれ、金銭的
な喜びと、余裕、それから支えていただくお
心自体が励みになっております。
頂いた奨学金は絶対に無駄なく娘の力に
なっていると思います。札母連を通じて支
給決定した北洋銀行様に感謝します。
本当にありがとうございます。

感謝しております
この度は奨学金を給付して頂きありがとう
ございます。高校は札幌から遠いですが、や
りたい事があり進学しました。勉強も部活
も限られた時間の中で頑張りたいです。
そのためには、特にJRに乗っている
時間をうまく使って行きたいです。

ありがとうございます

この度は奨学金のご支援をいただきまして
誠に感謝しております。コロナウイルスで
学祭などの学校行事が中止になってしまっ
たりと悲しいことも多いですが、引き続き
部活動や勉学を精一杯頑張って
いこうと思います。

精一杯頑張ります

〜 奨学生の母より感謝の言葉 〜
（一部抜粋）

土・日曜無料学習塾

【中央区】
毎週土曜日  13：30～15：30
ひとり親家庭支援センター
（中央区大通西19社会福祉センター内）

【北　区】
毎週土曜日  13：00～15：00
麻生団地集会所
（北区麻生4丁目）

【東　区】
毎週土曜日  13：30～15：30
東区民センター
（東区北11東7丁目）

【白石区】
毎週日曜日  18：00～20：00
白石区民センター
（白石区南郷通1丁目南8-1）

【厚別区】
毎週日曜日  18：00～20：00
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】
毎週土曜日  9：30～11：30
豊平区民センター
（豊平区平岸6条10丁目1の1）

【清田区】
毎週土曜日  13：30～15：30
清田区民センター
（清田区清田1条2丁目5の34）

【南　区】
毎週土曜日  13：30～15：30
南区民センター
（南区真駒内幸町2丁目2の1）

【西　区】
毎週土曜日  13：30～15：30
西区民センター
（西区琴似2の7）

【手稲区】
毎週土曜日  18：45～20：45
いなづみ児童会館
（手稲区前田4の4）

予約制
10月より通常開催しています

ひとり親家庭支援
奨学金制度

2021年度奨学生は、札母連から10名の皆さんへ給付決定されました。

ひとり親家庭の児童（小学校3年～中学生）を対象として、左記の10会場にて参加者募集中!!

TEL（011）631-3270 月～金／午前9時～午後5時

お問い合わせ 札母連事務局


