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母と子の

広島市長

松井　一實
　年始に当たり、謹んで御挨拶を
申し上げます。
　広島市母子寡婦福祉連合会の皆
様には、平素から本市の母子・寡

婦福祉行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚くお
礼を申し上げます。また、ひとり親家庭等への各
種支援事業に御尽力いただき心から感謝申し上げ
ます。
　経済状況が依然として厳しい中、国は、ひとり親
世帯臨時特別給付金の支給や本年３月の障害年金受
給者に係る児童扶養手当の算定方法の見直しなどに
より、経済的支援の充実を図ることとしています。
また、本市においても、学習支援事業の充実や養
育費に関する相談支援の実施などを通じ、子ども
たちが夢と希望を持ってその可能性を伸ばせるよ
う、引き続き、各種施策の強化に取り組んでまいり
ます。
　今後もひとり親家庭等の方々が安心して生活を送
ることができるよう、きめ細かな支援を推進してま
いりますので、皆様の御協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　終わりに、広島市母子寡婦福祉連合会のますます
の御発展と会員の皆様の御活躍と御多幸を祈念いた
しまして、新年の御挨拶とさせていただきます。

社会福祉法人広島市社会福祉協議会
　会長　永野　正雄

　皆さまには、輝かしい新春を期
待と希望を持ってお迎えのこと
と、心からお喜び申し上げます。
　日頃から、皆さまには、子育て

の悩みや経済的自立などの相談、また就職するにあ
たって必要な各種技能を習得する教室の開催などに
取り組んでおられ、心から敬意を表します。
　また、本会の運営にも何かとご協力をいただき、
お礼申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響
で、行事の中止や延期が相次ぎ、これまで当たり前
だった「つながり」の場が持ちにくくなり、人と人
の「つながり」が私たちの生活にいかに安心をもた
らしていたかを改めて考えさせられた年でした。
　新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と、
新しき年が広島市母子寡婦福祉連合会のますますの
ご躍進と皆さまに幸多き年となりますよう、お祈り
申し上げます。

新年おめでとうございます新年おめでとうございます

音 楽 の 花 束
11月３日（火・祝）広島国際会議場11月３日（火・祝）広島国際会議場

　今年も広島市より広響コンサートの招待をいた　今年も広島市より広響コンサートの招待をいた
だきました。だきました。
　オーボエの音色には、鳥肌が立つ程感動しまし　オーボエの音色には、鳥肌が立つ程感動しまし
た。緩急のつけた演奏でとてもよかったです。スた。緩急のつけた演奏でとてもよかったです。ス
テージのお花も素敵で、親子３人で楽しめました。テージのお花も素敵で、親子３人で楽しめました。
ありがとうございました。　ありがとうございました。　Ｙ.Ｔ.Ｙ.Ｔ.

　困った時身近に相談できる人がいますか？広島市母
子寡婦福祉連合会はひとり親家庭の経済的自立、生
活の自立、心の自立、そうした一つ一つを大切に考え、
学びあいの場をもちながらふれあいを深めています。
　ひとりぼっちじゃない！新しい仲間をお待ちして
います。ご入会大歓迎！

「母子会」入会ご案内「母子会」入会ご案内

お問い合わせ　入会申込は下記まで

（一財）広島市母子寡婦福祉連合会
〒732-0822　広島市南区松原町5番1号

広島市総合福祉センター5F
TEL（082）264-0505　FAX（082）264-0506

スマートホン・
携帯はこちら
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母子寡婦福祉研修会
講　演　「幸せに生きる」
講　師　みやたあきら氏
日　時　令和２年７月12日（日）
場　所　広島市総合福祉センター５階
参加者　123名

生活向上講座生活向上講座
よしもとからお笑いをよしもとからお笑いを
学ぼうや！笑おうや！学ぼうや！笑おうや！

日　時　令和２年７月26日（日）日　時　令和２年７月26日（日）
場　所　広島市総合福祉センター５階場　所　広島市総合福祉センター５階
参加者　66名参加者　66名

あてられちゃった！

「幸せに生きる」　東区　北　節子
　コロナウイルス感染拡大防止による、私たちの生活様
式がかわりつつある中、宮田晃先生の講演は心の安心を
取りもどす大変良いきっかけをいただきました。自分に
は出来るわけがないとあきらめ、コンプレックスのみが
いつも残るという、その考え方の癖を自覚し抜け出すこ
とを先生のお話から学びました。
　素直な自分になり幸せを感じる時間でした。

「幸せに生きる」の講演に参加して　西区　M・T
　コロナ禍で新生活様式の子ども達に及ぼす影響が気に
なる中、この度参加した講演はそんな不安を小さくして
くれるものでした。
　本来人間は大切な人に喜んでもらうことで幸せを感じ
る動物とのこと。プレゼントはもらう時よりあげる時の
方がワクワクしていませんか？との問いかけに、会場の
多くの方が頷いていたのが印象的でした。
　しっかりと相手の話に耳を傾けることが相手の自己肯
定感を育み、信頼関係が生まれ、その安心感は世界を広
げ、愛する喜びを知るとのこと。ただ相手の話に耳を傾
ける、こんなお金も場所もかけずに出来ることで！しか
し、この「耳を傾けること」がハンパなく難しい！スマ
ホを置き、テレビを消し、子どもの話を聞く時間を作ろ
うと思います。子どもから信頼され、子どもを信頼出来
る安心と喜びは他の何にも代え難い幸せだと思うから。

　宮田晃先生にアンケート結果を見て頂き次のように返
事をいただきました。
　「幸せに生きる」を聴いてくださり、たくさんの熱い
感想ありがとうございます。
　母子会員の皆様が一生懸命生きておられる姿や、子供
を思う気持ちが伝わってきて、胸が熱くなりました。母
子会でお話する機会があり本当に良かったと思いました。
　「�人は愛され、認められることで自分は生きる価値を
感じ、夢を持つことが出来る」

　迷った時、悩んだ時は私のブログ「幸せのDNA」で
検索してみてください。� 宮田　晃

〈個人〉 〈法人〉
岩本　祥穂
奈良川　陽代
定野　和広
小林　美智子
松原　幹枝
植田　幸子
小西　邦子
渡部　憲彦
渡部　照彦
渡部　豊彦
臺　和彦
多賀谷　一夫
福岡　美鈴
松浦　幸江
川崎　健太郎
川崎　仁美
木田　一男
河崎　佐和
仁礼　美和
藤原　志保子
佐々木　繁盛
国重　妙子
樽本　尚文
藤　竜二
大誠寺　理恵

松井　美枝子
住田　美世子
對馬　裕子
池内　千津子
行葊　真明
長瀬　文彦
山崎　知子
坂村　ちさ枝
河本　喜代子
弘中　八重子
黒田　陽子
森　澄江
下手　忠
中田　真帆
坂本　伸二
田地　ゆき子
坂本　寿美代
今西　由賀子
坂本　綾花
金子　洋子
上田　利子
鈴木　信子
小久保　康子
平岡　孝幸
松下　輝雄

福田　剛三
畠山　勝子
大石　哲也
大石　百合子
灰本　妙子
村田　博文
沖本　良信
栃岡　ミツエ
栃岡　孝宏
谷　輝子
沖中　都子
藤井　洋治
河村　千津美
山根　ミサ子
加藤　君子
堀尾　政子
隠居　緑
増永　久榮
三谷　ふさの
山下　祐臣
畠山　昭雄
山本　ミズエ
木本　浩一
足立　仁美
長光　信治

石井　剛
高野　正徳
米谷　弘司
表崎　修
植重　正美
大武　順子
木島　正恵
服部　治
安芸区農林建設部有志一同
河田　スミ子
石瓶　美奈子
牛尾　明美
金垣　泰子
金垣　登紀子
阿戸地区民児協
上手　真由美
江島　健
正木　満章

㈱勝矢防水工業
学校法人ひらた学園
理事長　平田　冨美子
八幡地区民児協
会長　上土井　善臣
東区社会福祉協議会
職員有志一同
青崎地区民児協
�会長　花矢　龍雄
江波地区民児協
�会長　中川　巧
矢野地区民児協
会長　畠山　昭雄
宇品東民児協
会長　井上　純子
皆実地区民児協
会長　柴田　光雄
中野地区民児協
会長　金子　郁枝
船越地区民児協
会長　増野　妙子
瀬野地区民児協
会長　倉岡　弘至
五日市地区民児協
会長　肥後井　昭
河内地区民児協
会長　木下　中
観音西地区民児協
会長　曽川　直子
� （敬称略）

令和２年１月１日～令和２年12月31日令和２年１月１日～令和２年12月31日
賛助会員　ご協力ありがとうございました賛助会員　ご協力ありがとうございました
ランドセルプレゼント、中学卒業祝い、寡婦交流会などに使わせていただきます。ランドセルプレゼント、中学卒業祝い、寡婦交流会などに使わせていただきます。

・�あいうえお作文の発表をして、サインがもらえて
うれしかったです。又見に行こうと思います。
・�よしもと広島の藩飛礼とクレメンスの芸人さんと
お話しができて面白かったです。
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令和２年度学習支援事業
10会場　受講者数130名余り（小４～高校生対象）

７年目を迎えた学習支援。今年度より高校生受講会場が
２会場に増えました。

コロナ禍によるひとり親
家庭の現状
　春先からコロナ拡大に伴い、長期休校となり子ども
一人で留守番、学童保育、祖父母、友人に預けた等様々
な日々を過しました。一日中家にいることで反抗的にな
り、また体調を崩し、スクールカウンセラーに相談した
子どももいました。高校・大学になるとオンライン授業
を受ける事が出来少しは安心、しかし部活動も出来ず子
どもの運動不足が心配など厳しい状況が続きました。
　緊急事態が出され仕事の時短や休業要請、解雇による
収入減で生活、子育て、教育への不安が大きくのしかか
りました。しかし一律10万円の給付金で切り抜け、ま
た、ひとり親世帯への臨時給付金５万円、第２子以降１
人３万円の給付金で助かりました。
　また、さらに臨時給付金の再支給が決定しました。既
に１回目の基本給付金を支給されている方は申請不要
です。それ以外の方は市のホームページで確認して下さ
い。
　未来ある子ども達が親の経済力に左右されることな
く目標に向い自立して欲しいと親は願っています。

アンケートによる回答（保護者）
受講開始から子どもの変化について
・�学習への取り組みが自分から出来る様になり、苦
手な科目も少しずつ成績がUPしてきたと思う。
兄弟、姉妹で通える様になり、他校、学年違いの
友達もできて楽しい。中学生は部活と勉強会を自
分で調整している。
・先生といろいろな話が出来て楽しい勉強会です。
夏休み中の平日受講について
・�ほとんどの方が良かったと回答。コロナで休校
だったので。家庭より集中力が付く。夏休みの課
題を指導して頂き良かった。学習の場があり感謝
しています。
・悪かった点　勤務の都合で送迎が難しい。
今後への要望
・�小中学生の席を区別して欲しい。教科を増やして
ほしい。定期的なテストの実施。無口な子なので
先生より声かけをして欲しい。また連絡帳に具体
的に記入して欲しい、等様々な意見がありました。

　事務職への転職を考え、パソコン講習会に通い資
格を取得して希望の仕事に就くことができました。
同じ母子家庭の人と知り合って、一緒に励まし合
いながら頑張れたことが良かったです。講習会は、
託児もあり、少ない負担で学ぶことができました。
履歴書作成のアドバイスをもらえるのも助かりま
した。� （受講者感想）

　自分の勉強したい好きな教材を持ってきて、
自分の気分で勉強できるところが好きです。分
からないところがあれば、先生に聞けるので、
安心です。� （小６男子）

　いろんな先生がいるけど、全員話しやすくて
おもしろい先生で楽しいです。教えるのも上手
で分かりやすいので、理解できるようになった
問題があります。
　仲間が15人もいたので友達もできました。
　２時間しっかり勉強できる場所なので、良い
なと思いました。家から距離が近いので、最後
まで行きます。� （中３女子）

☆★☆★☆★☆  受講生の感想  ★☆★☆★☆★

・就業支援講習会　　　・セミナー事業
・無料法律相談　　　　・就業相談

無料職業紹介所はこんな事もやっています

講習会の様子
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私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を通して地域社会に貢献します。

11月22日（日）
宮島散策と宮島水族館へコロナ
対策をして自由散策を楽しみま
した。� 参加者249名

マイ箸づくりと
アイスクリーム
作り
10月４日

美人コンパスセミナー
９月13日

アシカのみごとな芸アシカのみごとな芸 もみじまんじゅうおみやげ !!もみじまんじゅうおみやげ !!

縮景園散策
10月６日

ボウリング大会
11月１日

みかん狩り
11月23日

映画上映会
（悪徳商法・赤毛のアン）

11月８日

ローソンの夢を応援基金ローソンの夢を応援基金
　ひとり親家庭支援奨学金制
度で今年度５名の生徒が決ま
りました。ありがとうござい
ました。

ご寄付をいただきました。ご寄付をいただきました。

有効に活用させていただきます。ありがとうございます。有効に活用させていただきます。ありがとうございます。

令和２年度新入学令和２年度新入学
おめでとう事業おめでとう事業

〔由本基金〕〔由本基金〕

５名の方にランドセ
ルプレゼントしまし
た。

・・多山報恩会 様多山報恩会 様
・おてらおやつクラブ・おてらおやつクラブ 様 様
・・あいあいねっとあいあいねっと 様 様
・・丸野良子丸野良子 様 様

・㈱・㈱レックスベリーレックスベリー 様 様
・・㈱日本斎苑㈱日本斎苑 様 様
・・食協㈱食協㈱ 様 様
・・広島市広島市社会福祉協議会社会福祉協議会 様 様

あとがき

　平成、令和へと時代は進
むなか、昨年はコロナに翻
弄されました。３密・体調
管理を守り、新年度は様々
な行事に親子で参加出来る
事を願っています。�広報部

広島市健全育成事業

区 の 行 事

ⓒ中央共同募金

広島市共同募金会からのご
厚志は、母子部活動事業や
母子家庭育成支援事業等、
有意義に活用しています。

宮島散策と宮島散策と
水族館水族館

中止になった行事の多い中で、ソーシャルディスタン
スに気をつけて開催できた行事です。


