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畠山

こずゑ

時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 今年はいち早く雪の中から
福寿草が可愛く顔をのぞかせ、命輝け、幸福とどけとばかりに春のおとずれを告げている
ようでございます。皆様方もお元気で地域の活動をはじめていらっしゃる事と存じます。
平成２８年度は、東北・北海道ブロック、全国大会と役員の方々会員事務局の方々には、微力な私を
いつも支えて下さいまして一年間本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
早いですね、震災（3.11）６年目になりますが、熊本・鳥取県の地震には本当に心痛み、一日も早い復興
を願う気持は県母連皆様一緒だったと思います。
（義援金御協力）感謝申し上げます。
全国の母子会の多大なご支援を忘れる事なく、今後共地域県国と全国母子会向い合いお互いに助け支え
合って、母子寡婦父子幸福になれます様に願いながら、前向きに明るく笑顔で生きて行きましょう。
皆様のご健勝とご多幸を祈念し、ごあいさつとさせていただきます。

安心して暮らせる社会の実現を目指して県知事へ要望
平成２８年１１月２９日（火）県知事あての要望書を県へ提出しました。
渡辺保健福祉部長と志賀子育て支援課長にご対応いただきました。
畠山会長からひとり親世帯の現状を説明し、以下の要望を行いました。

県知事要望事項
平成２８年、第６０回東北・北海道地区母子寡婦福祉大会において母子家庭及び寡婦の更なる福祉向上を図るため、
参加者一同決議事項を採択しました。その内容を受け、当連合会においても以下の事項の実現を要望いたします。
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、一層具体的で積極的な就業支援策を講じられるよう要望いたします。

1.

ひとり親家庭が安心して子育てと就業の両立が出来るよう、公営住宅を始めとする安定した住居の確保、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
の充実を図るよう要望いたします。

1.

児童扶養手当支給の所得制限の緩和をはじめ、同居親族の所得要件の廃止と第 2 子以降の子どもに対する手当
の増額など児童扶養手当制度がより充実され、母子家庭の母と子ども達が将来に希望が持てるような施策を講じ
られるよう国に働きかけていただきますよう要望いたします。

1. 「子どもの貧困対策法」が成立し、貧困の連鎖を防ぐための保障制度が形成される中で、子どもが等しく教育を
受けることができるよう、進学を経済的に支援する給付型奨学金制度の高校及び大学への拡充を要望いたします。
併せて私学助成の拡充を要望いたします。
1.

養育費の支払い履行に向けて、義務を果たすための法整備を国に働きかけていただきますよう要望いたします

1.

東日本大震災により、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図るよう要望いたします。
平成２８年１１月２９日
宮城県知事 村井
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「東北・北海道母子寡婦福祉研修大会」に参加して
角田市母子福祉会

理事

半澤

美佐子

平成２８年９月１０日・１１日と函館市で開催された「東北・北海道母子寡婦福祉研修大会」に参加いたしました。
北海道での開催に参加するのは初めて、さらに開通したばかりの函館新幹線ということで、心わくわくでした。１日
目の研修討議では、「目指そう！自立、活かそう！支援策」をテーマに４名の発表者があり、ダブルワークで必死に
働くお母さんからの、児童扶養手当の所得制限緩和に関する訴えや、
ひとり親家庭の生活の安定のために児童扶養手当の支給を２ヶ月ごとに
してほしいなどの要望が発表されました。
また、宮城県代表の佐藤さんは、就職支援講座でヘルパー２級を
取得し、自立につながったという体験発表でした。
続いて、
「母子と寡婦明日へつなぐ世代の輪」をテーマに３名の発
表があり、会員の加入促進、会の PR 充実化、会の給付型奨学金活用、
県の委託事業による会の財源確保などの発表がありました。
問題提起される内容は、どこの母子会でも抱えている問題だと感じました。その中で、
「講座を活用して就職につな
がった。」「会の奨学金に助けられた。」という体験談は、とてもうれしく、温かい気持ちになりました。そういう
ことをもっともっと PR できれば良いと思いました。
夜の交流会では、初めての人、懐かしい人たちから、昨年の宮城県
大会のことを話かけていただき、あっという間の楽しい時間でした。
２日目は、小学生のかわいい函館子ども歌舞伎で始まり、歴史小説
家の河治和香さんによる「歴史の中の母子・寡婦よもやま話」と題し
て講演がありました。
「未亡人とは、夫と死するべきにして・未だ死な
ずにしてある者」だと聞かされ、唖然としました。江戸時代は後家と
言われ、明治時代以降、戦争が続き、未亡人と戦争未亡人が処遇に迫
られ、区別化されたということ、未亡人の心得は、
「老け作りすること」
等の話で、会場から笑いがこぼれました。
今回の研修大会に参加して、札幌市母子寡婦福祉連合会及び函館市母子寡婦福祉会の独自の事業や施策などの活発
な活動は、前から耳にしておりましたが、来賓の函館市や北海道の議員の方々、協力業者の多さに驚きを感じ、あら
ためて、地域社会との連携が大切であると認識いたしました。
継続していくのも大変なことですが、まだまだ何かできるのでは・・・と感じさせられた２日間でした。
２９年度は、9 月 30 日、10 月 1 日に札幌で研修大会が開催される予定です。

平成 28 年 9 月 10 日、11 日
北海道・東北地区母子寡婦福祉研修大会
函館市：フォーポイントバイシェラトン函館

閉会後の集合写真
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平成２８年度全国母子寡婦福祉大会概要
10 月 22 日（土）
・23 日（日）佐賀県佐賀市文化会館で、全国母子寡婦福祉研修大会が開催されました。
参加者は約１，３００名、当連合会から会長が参加しました。
冒頭、熊本県・大分県母連を代表し熊本県母連会長から熊本地震に係る義援金への謝辞がありました。行政説
明では厚労省担当官が各種制度について説明。国では様々な支援メニューを用意しているが、実施は各県・市町
村であり、各自治体の実施施策を個々に確認する必要があります。
研修討議、テーマ１では東北・北海道地区から函館市母子寡婦福祉会で実施している奨学金制度について、関
東地区から高等職業訓練促進給付金を利用して准看護士の資格取得をした事例、九州地区から、看護師の資格を
取得した事例の発表がありました。
テーマ２では、中部地区からひとり親家庭学習支援ボランティア事業の実施について、近畿地区から母子会活
動を進める上での役員の苦労・工夫の実例が紹介されました。中国・四国地区からは親子料理教室運営の実例紹
介がありました。助言者から行政との連携の大切さ、民間団体も含めた関係機関との連携、母子会事業のＰＲに
ついての実例の紹介などがありました。
大会 2 日目は佐賀北高書道部による書吟が披露され、高校生の
力強い書に圧倒されました。
続いて旅館あけぼの代表取締役の音成日佐夫氏を講師に
「江戸のこころ―その文化と笑い―」と題して講演。
落語の様々な噺を基に江戸文化である人の心のぬくもりや
濃密な人間関係、無駄を許容することとか、人間の業を肯定する、
煩悩を肯定することの大切さを指摘されました。
最後に大会宣言、大会決議を採択し閉会しました。（事務局）
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ひとり親のためのライフプラン講座開催しました
平成 28 年 11 月 13 日（日）栗原市市民活動センターで「しんぐるまざあず・ふぉーらむ」理事の丸山裕代氏
を講師に開催しました。
お話しの中では、児童扶養手当を計画的にやり繰りするため、児童扶養手当とそれ以外の入金口座の管理が大
事であること。求職の際は給与金額、福利厚生の待遇も含め考える。
資格取得のための貸付金、給付制度はマザーズハローワークや就業・自立支援センターに相談する。また職場
のトラブル対応労働１１０番や働く女性のホットラインを利用するのが良い。養育費の取り決めは必ず書面にす
ることが大事。
母子父子貸付金（就学支度資金）は家族で話し合い、納得の上
利用すること。学生支援機構の奨学金は子どもが返済するので返済
に困ったときは、学生支援機構にすぐ相談すること。大学の授業料
の半額・全額免除の制度は各大学に問合わせると良い。大学に進学
することが本当に良いのかを考えることも大事である。技術を身に
着けるという進路もある。など、順序立てた分かり易い説明でした。
（事務局）
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母子会だより
「白石市母子寡婦福祉会」

会長

「活動報告」
太宰

和枝

平成２８年は全国的に災害に悩まされる年でした。東日本大震災から
５年が経過し、落ち着きを取り戻したとはいえ、時折起こる余震で心が
不安定になる状況が今でもございます。
白石市母子寡婦福祉会では、平成２８年の取り組みとして「熊本災害
義援金」の呼びかけをいたしました。我々が大震災時に全国のみなさま
からいただいたご恩を少しでも恩返ししたいと考え当会員をはじめ、みな
さまから多大な寄付をいただきました。
今後も母子家庭のみならず、地域福祉の向上のため会員一同積極的に
活動していきます。

平成 28 年６月 22 日
平成 28 年 9 月 10 日

平成 28 年 4 月 20 日
白石母子寡婦福祉会総会
（白石市中央公民会）

「角田市母子福祉会」

東北・北海道地区母子

八宮荘慰問ボランティア
平成 28 年 11 月 2 日

寡婦福祉大会

秋の会員交流会

（北海道函館市）

会長

笹木

（山形県高畠方面）

まち子

角田市母子福祉会では、平成２８年５月に角田市民センターにおいて、
角田市長をはじめ、議員の方々にもご出席いただき、総会を開催しました。
総会後の講演会では、県婦人会館のご紹介によりフリーアナウンサーの
大葉由佳先生を講師としてお迎えし、
「わっはっは！でストレス発散～１０才
若返る健康法～」と題して講演を行っていただき、大きな声を出して笑って、
お陰で、皆さん、１０才若返ることができました。

「福祉まつりの様子」

また、６月２２日、７月１日と２日間にわたって、手芸講習会を開催し、
４０名が参加し、テッシュボックスカバーの製作に取り組みました。
出来上がった作品は、１０月に行われた角田市保健福祉まつり「趣味作品展」に、
日頃作り溜めた作品とともに出品し、大勢の来場者に披露し、即売も行いました。
１０月２９日には、各地区合同の会員研修会を開催し、４２名が参加し、情報交
換を行いながら、歌や踊りを披露するなど、会員相互の親睦を深めました。
その他、役員研修会、各地区における巡回相談及び会員研修会を行っております。
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「大崎広域母子福祉連合会」

会長

畠山

こずゑ

当連合会は平成２８年度、市町村合併後、新たな結成から１０年をむかえました。

おてらおやつクラブ

５月に開かれた総会では、特別研修として古川警察署より後藤生活安全係長を講師に、
「特殊詐欺と生活問題」についての講話を頂き、警察が身近な存在で、私たちの暮らしの
安全を警察はじめ多くの人々から日々守っていただいている事改めて感謝しました。
今年も「一日研修」では、婦人会館の送迎バスを利用し、子どもを含め
４０人程の参加で、バスの中では赤ちゃんや子供達の声が響き、なんとも
明るく幸せな気分にしてくれました。

社協と地域交流

婦人会館では、講師の指導で「音楽で脳活」笑いと歌で若返り、
キリンビール工場見学では、子ども達はクイズに挑戦し「貯金ビール缶」をゲットし、
工場敷地内では忘れられぬ３・１１のあの震災被害の状況を、再度心に留める事が
できました。
平成２７年７月には、母子会員の情報から「お寺おやつ」に登録し、
現在支援寺院も増えて喜ばれています。お寺からの「おそなえ

おさがり

おすそわけ」です。

品物をお渡しするわずかな時間ですが、子供たちの素直に喜ぶ顔や、お母さんたちの
近況を伺う事ができます。多くの問題を抱えながら努力しているお母さん達へのできる
限りの応援と子供達の成長を願うばかりです。
各地区の活動は、地区会長を中心に行事を計画し、地域性のある取り組みが行われて
います。涌谷町は子ども中心のクリスマスケーキ作り、色麻町は町社協との連携で地域
福祉に協力し、岩出山地区では「伊達なみちの駅」自販機設置や 地域の交通安全に参加等
それぞれ活躍しています。

「多賀城市母子福祉連合会」

会長

川元

正江

当会の年行事の内で一番の人気は一泊研修です。会員はもとより、いろんな
人に聞いてそれを基に役員会で相談して研修場所を決めます。
又、一番の条件は予算と足の確保です。宿の送迎バスが利用可能な所です。
昨年は、７月１５日～１６日岩手県花巻市「山の神温泉

優香苑」

宮大工建築に宿泊、又行く途中のバス時間を利用して人数分コピーした資料、
県母連と当会の行事、計画、要望等々をお話します。もちろん保険も加入します。
約３時間かけて到着すると、とても立派でみんな感嘆の声「ここで良かったね」に
ホット一息。懇談会の時は一同に紹介して寡婦でも母子のお手伝いが出来るので
広報活動をお願いして、日頃の感謝と絆を深める一泊です。
記念撮影して帰路に着くと、みんな笑顔と元気で「頑張ろうね」と言う声が
当会の励みになっています。今年はどこに、楽しみに又活動して行きます。
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クリスマスケーキ作り

「栗原市母子寡婦福祉連合会」
会長

春成

「本吉町母子福祉会」
前々会長

節子

栗原市の母子寡婦福祉会は、年々会員が減り２５７名

小室

米子

母子寡婦福祉会の発展と会員様の

になりました。若い人達を入会させようと皆さん試みて

ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

おりますが、なかなかここ数年会員は入会していません。

今年私は、８０歳を迎えます。

今いる人達だけで心細いのですが頑張っています。

２９歳から母子家庭になり、子供２人を抱えて暮ら

行事計画も高齢者が多いので見直しをしたいと思って

していた中で、この福祉会に巡り合い、多勢の仲間と共

おります。一泊研修旅行や日帰り研修旅行を皆さん

に子供の事や、仕事の事など何でも相談し合えました。

楽しみにしております。

私達の会は県より先に母子部を作り、活動する事を勧め

大学入学時の奨学金も若いお母さん達が入会して

てくれたのは旧会長さんでした。

くれないと、ただの名目だけになります。

皆で資金を作り色々な親子行事に使わせてもらいま

芋煮会もクリスマス会も若いお母さん達がいなければ
楽しくないです。忘年会も新年会も同じです。

した。会員は年々減少していきますが、長くこの会と共

若い

に歩みたいと思います。

お母さんを一人でも二人でも入会させなければ存続

何年か前までは、市の文化祭にも毎年参加していまし

できなくなりますので危機感もあります。

たが、ここ暫く活動していません。今年は何か作品作り

会員の募集も積極的にやっていかなければと考えて

でもと話がでました。いつか出来上がった作品を発表出

おります。

来ればと思っております。今はもう若い方々のお世話に
なって、元気を貰いながら穏やかに過ごしております。

気仙沼市母子寡婦福祉連合会」

会長

昆野

牧恵

昨年６月に当会５代会長尾形恭子先生がご逝去なされ、大きな支えを失い、
悲しみと寂しさを背負いながらの歩みとなりました。
尾形会長は戦争で御主人を亡くされ、女手一つでご子息を育てられました。
「わが幸はわが手で、
」をモットーに、諸先輩方と手携えながら、ただひたすら
子供の健全育成、ひとり親家庭の安定した生活、福祉の向上を願って
会のために力を尽くして下さいました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
いつも和服を召され、どんな時にも穏やかに明るくお話をして下さる先生の
お姿を忘れることはできません。
当会が今こうして様々な課題を抱えながらも活動を続けることが出来るのも
尾形会長始め、諸先輩方のお蔭であることを心にしっかりと刻みたいと思います。
平成２８年度も総会、ひとり親親睦ボウリング大会、新年会と活動を行いました。
会員同士の親睦、又コミュニケーションを図ることが出来感謝でした。
又、様々なイベントの折にクリームサンドの販売も行い、会の運営に役立てる
ことができました。

６

ボウリング大会

「仙台地方母子福祉連合会研修交流会を開催して」

会長

引地

淑子

Ｈ２９.１月２８日（土）10：30 から、大和町ＪＡあさひな研修所に
て焼き肉のタレ作りと、会員同士の交流会を開催した。

人気があり

日程が取れず、正月明けの開催となってしまった。
また、時期が時期だけに天候によっては、出向くまでには大変かなと
思いながらも実施する事にした。幸いにも天気に恵まれ参加者も喜び安
堵した。地元の大和町５人、大郷町５人、松島町３人、七ヶ浜町４人、
合計１７名だった。若い母子の三人はインフルエンザに罹り、楽しみに
していたのに、残念ながら不参加となった。

煮詰めたタレを冷ます間

に昼食を取りそれぞれ自己紹介をしたり参加した感想を発表した。
また、今年の干支のトリを折り紙で折り頭の体操と指先を使って
時間を過ごし、会員同士の交流を深めた。
冷ましたタレはペットボトルに詰めて持ち帰った。家族で楽しく
焼き肉パーテーをする光景が目に浮かんだ。
東日本大震災以前は、一泊での研修も開催していたが、予算の都合もあ
り、現在も開催できないのが残念である。
会員同士が集い・学習し・知識を高める事は、とても大切で大事なこ
とである。「母子会の集まりは楽しいな」と思ってもらえる様に、また、
集う機会を２・３度開催できるように、力を合わせていこうと思う。
会員をふやしていく為にも。

ランドセル当選のお知らせで、

ランドセル喜びの声

親の私も嬉しくて 嬉しくて、何と
言っていいのか本当に感謝 感謝

先日は、ランドセルを頂き大変ありがとう
ございました。クリスマスに届いたのでサンタさん

です。開けてみたら娘の欲しがって

からの贈り物だと、とても喜んでいました。

いた色で、ランドセルにはハートが
いっぱいでした。

大好きなピンク色でとても気に入ったようです。

「ママ、ハートがいっぱいあるね」

早く学校に行きたいと毎日触りまくっています。

と目がハートマークの娘。

本当にありがとうございました。
素敵なプレゼントに感謝します。

本当に、本当に
ありがとうござい
ました。
大切に使わせて
いただきます。
「
７

７

この度は、素敵なランドセルを頂きまして、
ありがとうございました。
クリスマスイヴの日に届いたので、とても
喜んでいました。ランドセルを購入する予定で、
いろいろお店を見に行ったのですが、本人はあまり
気にいったのがない様子で、購入を先延ばしにしていました。
でも、頂いたランドセルを見たとたん「かわいい♡」と、
すごく気に入っていたので、うれしかったです。
今春から仕事をする予定で、職探しで慌しく過ごしている中、
この様な、ありがたい贈り物に心から
感謝しております。
母子会にも入って
みたい気持ちが大きいです。
大切に使わせて頂きます。
本当にありがとうございました。

事務局からのお知らせ
平成 29 年度全国統一活動テーマ
「支え合い、共に目指そう、明るい未来」
（宮城県母子福祉連合会のテーマが選ばれました。
）
平成２９年度の主な事業
■ 指定管理事業（母子・父子福祉センター）
◎介護職員初任者研修 ◎パソコンワード・エクセル研修 ◎就職・転職支援セミナー
■ 研修大会
・

宮城県母子寡婦福祉研修大会

・

第６１回東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会９月３０日（土）、１０月１日（日）札幌市内

・

平成２９年度全国母子寡婦福祉研修大会１１月４日（土）、５日（日）名古屋市内

■ 自主事業
△親子日帰り旅行：７月１６日（日）那須ハイランド
△平成３０年４月小学校入学児童へのランドセルプレゼント（抽選）
△本プレゼント（抽選） △各種セミナー
■ 協力事業
・

法律相談：毎月第三木曜日午前１０時から正午（母子・父子福祉センター）

・

東北楽天ゴールデンイーグルス観戦招待（会員限定）

◇

自動販売機設置場所募集中

会 員 募 集 中
８

宮城県母子福祉連合会：022-295-0013

