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新しい始まりです 

母子福祉会が、新たに「高槻市ひとり親家庭福祉会」なりました。 

昭和 26 年に「高槻市未亡人会」が結成され、昭和 42 年に「高槻市母子福祉会」に改称、

そして平成 28年 4月 1日に「高槻市ひとり親家庭福祉会」となりました。 

現在、皆様が当たり前のように受けられる「児童扶養手当」や「ひとり親家庭医療費助成」

は、先輩方の運動の成果です。中学校卒業までだった医療助成が高校卒業までになった

経緯を知っている方やまたはその運動に参加した方々が現役員の中に多くいます。 

新たな一歩を踏み出す、本会の活動にご協力をお願いいたします。 

「わが幸はわが手で」 

＜  お茶しませんか？  ＞ 

ままｃａｆｅ   広報 5月号掲載 
 

 日時   6月 12日 (日) 10：00～13：00 

 場所   クロスパル高槻 ４Ｆ 研修室 

 保育   有（事前に申し出ください） 

 申込   準備の為事前にお申し出ください。 

 申込先  高槻市ひとり親家庭福祉会 

 

 “ ままｃａｆｅ ”っていうくらいですから、コーヒー、紅茶、お菓子位ですが 

用意しますね(*^_^*) 

誰かと繋がることは、安心にもつながります。 

「あ～、わかるわ」、「うん、そうそう」、「そうなんよね」等々同じ境遇であるから

分かり合えることがあります。 

 

熊本・大分の地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます 
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キッザニア甲子園に行きます go!! 

母と子のバスツアー 
 

 日時     9月 4日 （日）  

 行先     キッザニア甲子園 

 募集人員  親子 25 組 

 対象     ひとり親家庭の子ども ３歳～１５歳 

  

また詳細が決まっていません。詳細が決まり次第、改めて知らせしますが、希望の方が何

人くらいになるのかが見当がつかなく事前に調査しています。 

ご希望の方はご連絡ください。 

＜ 事前の用意をお願いします ＞ 

   レシートワーク 
   

実施予定   11月の日曜日（予定） 

場所      クロスパル高槻 又は 市民会館  

内容      家計簿がつけられない方必見です。 

レシートを集めて、それを見ながら自分の 

買い物の傾向を知り、家計の見直しを。 

※※  参加ご希望の方  ※※ 

最低３ヶ月のレシートを集めてください。 今回は６月～１０月分のレシートをレジ袋

にとにかく詰めて保管してください。日頃はレシートはいらないと捨てたり、貰わな

いでいる方も必ず貰って保管しておいてください。 

＜ 平成 28年 総会のご案内 ＞ 

 

日時  6月 4日 （土）  11時 

場所  郡家老人センター 大広間 

  参加 

   資料の用意が有りますので 

事前にお知らせください。 

 問合せ/申込先  高槻市ひとり親家庭福祉会  

次第 
一、開会のことば    

一、御歌「母に幸あれ」 斉唱         

一、会長挨拶  母子部代表  

一、来賓祝辞  来賓紹介 

一、役員紹介 

一、「生き抜く白百合」 斉唱 

休憩  

一、議事 

一、閉会のことば 
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奨学金の勉強会 
 

 

日時  4月 24日 （日） 10：00～12：00 

場所  クロスパル高槻 4F 研修室 

参加  10名 

 

 

 

                                     
マイライフセラピー代表 加藤葉子さんにご協力を頂き、「奨学金の勉強会」を開催しました。 

ひとり親家庭にとって頼みの綱の「奨学金」です。 

 

 大学・専門学校の入学金・授業料いくらかかる？ 

 費用はどうする？ 

 奨学金・教育ローン 

 体験 

 給付型奨学金 

 シングルマザーの家計 

 

 まずは、いったい幾らかかるのかを知りましょう・・・・・スマホを使って実際調べてみました。 

  目を背けたいけど知らないといけないですよね。 

 貯金通帳を見てもタンスの中を見てもお金は入っていません・・・・・どうする 

  そこで 頼りになるのが「奨学金」です。 

 どんなものがあるのかを知りましょう。  

日本学生機構 第 1種、第 2種、入学時特別増額貸与  自治体の奨学金  民間  等々 

 さて奨学金に申し込みました・・・・・いつ入金になるのか？  

   納入に間に合うのか・・・・・AO試験や推薦は結果も早いが、納入日も早いです。 

 どういう手続きをするのか？ どんな方法があるのか？ 等々 

＜ 休憩をはさみ ＞ 

体験したお母さんの話 

給付型奨学金の情報 

あるシングルマザーの家計     最後に 奨学金を返済している子の話 

 

全体的には、もう少し時間があった方がよ

かったかもと思います。アンケートのご意見

にもありましたが、最後が駆け足になった感

があります。 

来年度以降も開催したいと思っていますの

で、私どもも勉強して、より良いものにしてい

きたいと考えています。 
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第２子以降の加算増  
児童扶養手当法改正案を可決 

 

衆院は二十一日の本会議

で、低所得のひとり親家庭な

どを支える児童扶養手当につ

いて、第二子以降の加算額を

最大で倍増させる同手当法

改正案を全会一致で可決し

た。参院の審議を経て今国会で成立する公算。加算額は、二人目の子どもが現

行の月五千円から最大で一万円、三人目以降が月三千円から最大で六千円に

引き上げられる。 

 二人目の支給額が変更されるのは三十六年ぶり、三人目以降は二十二年ぶ

り。十二月に支給される八～十一月分から適用される。引き上げの対象は約四十

三万世帯。子どもが一人の場合の満額月四万二千三百三十円は据え置かれる。

同手当は世帯の収入や子どもの数などで支給額が変わる。 

 

東京新聞 2016年 4 月 22日 朝刊 

 

 

 

 

給付型奨学金 導入判断 
先送り方向で最終調整 政府 

 

政府は、一億総活躍社会の実現に向けた工程表で焦点となっていた返済の

必要のない給付型奨学金について、「公平性や財源などの課題を踏まえて

検討を進める」と明記するにとどめ、導入の判断を先送りする方向で最終調

整に入りました。＜中略＞ 

こうしたなか、焦点となっていた返済の必要のない給付型奨学金について、

政府は「厳しい状況にある子どもたちへの給付型支援の拡充を図る」としつ

つ、「公平性や財源などの課題を踏まえて検討を進める」と明記するにとど

め、導入の判断を先送りする方向で最終調整に入りました。 

給付型奨学金を巡っては、自民党や公明党などから創設を求める意見が出

ていましたが、政府内からは、高校卒業後に働く人との公平性や、奨学金を

給付する対象者をどのように選定するかなど課題が多いとして、創設に慎重

な意見が出ていました。 

一方、政府は、所得に応じて返済額が変わる所得連動返還型奨学金は来年

度からの導入を、無利子奨学金は所得が低い世帯の子どもに対する成績基

準を緩和するなどして、必要なすべての人が受給できるようにすることなど

を、総活躍プランに盛り込むことにしています 

NHK NEWS WEB 5 月 11 日 5 時 06 分より 

 

 
大阪府母子寡婦福祉連合会では、毎年開催の大阪府ひとり親

家庭「母の集い」で要望書を参加者の賛同により、「国に要望

するもの」、「府・市へ要望するもの」それぞれを決め、国と大阪

府また各市町村へ要望書を提出しています。 

今年の開催は、7月 24日（日曜）です。 

「母の集い」の詳細は(次ページ)5Ｐに掲載 

 

 

 

サポーター募集 

「サポーター」 とは、母子会を

支えてくれる仲間のことです。 

☆「こんな楽しいところがあり

ます！バスツアーでいきませ

んか？」「こんな募集があるの

ですが、母子会で申し込みま

せんか？」等情報の提供。 

☆「こんな事をしませんか？」

「こんな人の話を聞いてみた

い」等企画の立案。 

☆行事の資料作りや、会便り

の作製等。 

☆「行事の会場設営ならでき

ますよ！」「受付なら出来ます

よ！」等々。 

出来るときに 出来ること を

お手伝いしてもらう仲間を募

集しています。企画して実施

するまでの過程は、大変なこ

ともありますが無事終わり、参

加した人たちから「楽しかっ

た」とか「また来ますね」の言

葉をもらうことは嬉しいです。 

待ってま～す。  
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＜ ご 案 内＞ 

 

大阪府母子家庭「母の集い」 
 

当連合会では、「平成２８年大阪府母子家庭母の集い」において、「ひとり親家庭等相談支援

フォーラム」を行い、ひとり親の方々の悩みや心配ごとに、専門の相談員がお答えします。 

あなたの声はみんなの声、心の想いを声にしてみませんか  

 

日 時  平成２８年７月２４日（日）１３：００～１６：３０ 

場 所  大阪府谷町福祉センター２階 

   （地下鉄谷町線「谷町６丁目駅」下車⑥番出口から徒歩３分） 

テーマ  「集まろう みんなの声が大きな力に」 

定 員  ３００名 

内 容  第一部  理事長表彰、決議 

      第二部  「ひとり親家庭等相談支援フォーラム」 

          就職・生活・養育費・法律・ファイナンシャルプラン・制度、施策等の 

          専門員による質疑応答 

☆会場からのご質問にどんどんお答えし

ます☆ 

アトラクション 

保 育  あり（２歳～小学６年生まで）要予約 

 

集合    阪急高槻市駅又は JR 高槻駅 

（集合時間等は、改めてお知らせします） 

申込    高槻市ひとり親家庭福祉会 染野 

 
 

 

カーネーション旅行 
 

日 時    8月 28日（日）   

場 所    びわ湖バレイ 

場 所    高槻市割り当て ２組 

参加費    母・中高生 5,000円、 

小学生 3,000円、 

幼児 2,000円 

申 込   高槻市ひとり親家庭福祉会 染野 
 
夏休みの最後の日曜日です。親子で思い出つくりにどうですか？ 
高槻市の割り当て人数が 2 組ですので、多数の応募の場合は瀬抽選となり
ますので、ご承知ください。 
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27 年度 事業報告 

 

27年度 事業 
 

TAKAGAKU 学習支援 開講 

春の交通安全運動に参加 

男女共同参画事業実行員会参加 

春の美化推進運動参加 

総会・寡婦の集い 

男女共同参画週間 パネル展示 

シンポジウム（市民会館 206号） 

生活支援員研修 

母と子の集い/ 

夏休み企画（海遊館へ行こう） 

新会員加入促進活動 

要望書 提出 

秋の交通安全運動参加 

作品展 

映画館へ行こう 

児童養護施設慰問 

新年互礼会 

 イチゴ大福作ろう 

男女共同参画ｾﾝﾀｰ事業参加 

中学入学児童への祝品贈呈 

 

「映画を見るのが初

めて」っと、嬉しそう

に話してくれたお子

さんがいました。 

それをみて私たちも

心が温かくなりまし

た。 

「子どもと久しぶりに

楽しい 1日を過ごせ

ました。」のメールを

頂きました。 

バスツアーをお休み

して「○○に行こう」

の企画でした。 

ＰＲの仕方をもう少し

考えた方が良いと反

省です。 

高槻市文化振興事

業団様よりご招待を

頂きました。 

なかなかこんな機会

を持つことが難しい

ので、嬉しいクリスマ

スプレゼントでした。 

渡代表と知り合い、3年目にやっと実現の事業です。 

初めての企画、実施で、ああしたら、こうしたら良かっ

たと色々反省点はありますが、やったことの意義は

あったと自負しています。 

これからの活動に生かしていきたいと考えます。 

ご協力いただきました方々に感謝です。 
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「 高槻つばめ学習会 」 の ご案内 
 

『高槻つばめ学習会』は、経済的に塾の利用が難しく、また家庭学習を見てあげ

る時間がない小中学生への学習サポートを行います。 

もしお子さんが、わかりにくいと思う単元やわからなくなった学年の内容がある場

合には、そこに戻って学習します。また遠方で参加できない場合は、無料の学習

サイトやダウンロード出来る無料教材がありますのでご紹介したいと思います(イ

ンターネット環境が必要です)以下のメールにてご相談ください。 

場所は城内公民館を予定しています。 

連絡先   mail takatsuki.tsubame@gmail.com  
 

「ＴＡＫＡＧＡＫＵ」を陰ながらお手伝いをして下さっていました「茶山さん」が無料塾を

開かれます。一生懸命な優しいおばちゃんですよ。 

交流事業 

ひとり親家庭の持つ共通の話題や悩みを分かち合える友

達探しの場として、また情報交換の場を目的としている

事業です。 

 

 ○母と子のバスツアー 

 ○新年会（クリスマス会） 

 ○ママCafé 

 ○まま会 

 ○その他 

   現在検討中の企画 

   ☆夏休み  子供ども集まれ＆子ども食堂企画中 

    夏休みの 8 月に週 1回、計 4 回 予定。 

     

日常生活支援事業 

母子会では、高槻市より委託を受け、家庭生活支援

員（ヘルパー）を派遣しています。 

子どもだけを家に残して、出て行かないといけない

ときの不安を経験している私たちだからこそ、その

必要性を理解し、お手伝いさせてもらっています。 

 高槻市では、母子家庭、寡婦及び父子家庭（「母子家庭

等」という。）の方を対象に、家庭生活支援員（ヘルパーと

いう。）派遣事業を行っています。登録された経験豊かな

ヘルパーを派遣し、一時的な保育や日常生活のお手伝

いなどをします。 

事前に登録が必要です。 

問合せ先   子ども育成課 

応援事業 

○就業支援講座 受講交通費補助 

より安定した生活のために、就職、スキルアップ、

転職に向けての就業支援講座（高槻市が実施する就

労支援講座（大阪府母子寡婦福祉連合会へ委託され

るものを含む）のうち、市外の会場での講座を受講

の際の交通費の助成をしています。   

詳細は、高槻市母子福祉会 染野まで 

○小・中学校入学祝い品贈呈            

中学卒業祝い品贈呈 

一緒に勉強会 

○奨学金の勉強会 

  子供の進路を考える時に必要な「奨学金」につい

て一緒に勉強しましょう 

 

○レシートワーク 

  レシートを集めて、それを見ながら自分の買い物

の傾向を知り、家計の見直しを。今からレシート

を集めてください。 
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28 年度は、こんなことにも取り組みます。 

 

ジョイセフ（公益財団法人）の活動に賛同し、応援します。 

 

ジョイセフ（公益財団法人）は、女性のいのちと健康を守るために活

動している日本生まれの国際協力 NGO です。 

 戦後の日本が実践してきた家族計画・母子保健の分野での経験やノウ

ハウを途上国に移転してほしいという国際的な要望を受け、1968 年に

設立されました。 

 国連、国際機関、現地 NGO や地域住民と連携し、アジアやアフリカ

で、保健分野の人材養成、物資支援、プロジェクトを通して生活向上

等の支援を行っています。 

まわりにある物で途上国の女性支援ができます 

という言葉で、それなら出来るかもと思い立ち提案しました。 

本会では、「使用済み切手」を集め応援ようと思っています。 

※どんな形で集めるのか、使用済み切手を切るとるときの決まりごとの

周知等々、現在思案中です。 

詳細が決まりましたら、是非ご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

高槻市ひとり親家庭福祉会 
 

メール info@takaboshi.raindrop.jp 

HP   http://takaboshi.raindrop.jp/ 

https://www.joicfp.or.jp/jpn/donate/support/stamp/
http://takaboshi.raindrop.jp/

