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英語の復習勉強会 の 生徒募集中 
 

 

無料で受講できます 
費用は無料で参加できます。 

但しテキスト代実費（1 学年 500 円程

度）が必要です。 

費用無料は、高槻市内で活動している

「高槻つばめ学習会」さんの協力を頂く

ことで実現しました。 
 

復習の講座です 
この講座は、復習の為の勉強会です。 

中 2、中 3 生が中 1 内容と中 2 内容両

方を受講することはできますが、中 1

生が中 2内容を受講できません。 

協力いただく「高槻つばめ学習会」さん

では、開始に向けてプロジェクトチーム

が始動しています。 

苦手な英語が 

ちょっと面白いへ 
一度わからなくなると 

解らない→ 苦手→嫌い→無理!!! 私

もそうでした(・・;) 

でも・・・もう一度最初からやり直してみ

ると意外と・・・・ 

無理!!!→へえ～→ほう～→わかるかも

→ちょっと面白いかも へ 

講師は、元教師、主婦、塾講師経験

者、学生、社会人と色々な経歴の方々

ですが、皆さん熱い思いを持って参加

されています。 
 

お問合せ、申込先  090-3870-1470／takaboshi@ezweb.ne.jp 
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レシートワーク （たかつきＤＡＹＳ11 月号掲載） と ままｃａｆｅ Ⅲ 

 レ 家計簿をつける時間がない 

 レ家計簿をつけるのが面倒  

 レ 貯金ができない 

 レ もうちょっと何とかしたい 

 そんなことを考えている方、一緒にワークしましょう。

ワーク？？？難しいことは無です。楽しくゲーム感覚の

ワークです。とにかくレシートをレジ袋に詰めてくださ

い。 

日にちや種類、関係なく詰め込んで当日ご持参くださ

い。 

  

 日程 平成 29年 1月 22日（日曜） 10：00～12：00 

 場所 クロスパル高槻４Ｆ研修室（予定） 

 対象 高槻在住のひとり親（友人同伴可） 

 持物 最低３ヶ月のレシート 人に見せるようワークではありません 

 費用 無料 

 講師 ファイナンシャルプランナー 加藤 葉子さん 

 

 

 

６月に始まった「まま café」も３回目です。 

６月に来られたメンバーさんは、９月にも顔を見せてくれて、近況もお話が効けました。９月は孫連れも

有(笑)色々な話が出来ました。是非お仲間になりませんか？ 

今回はレシートワークと一緒の開催です。お子さんの様子を見ながら、保育ルームでお子さんと遊び

ながら話すのもいいかなって思っています。 

 

 

 日程 1月 22日（日曜） 

 場所 クロスパル高槻 4F 研修室（予定） 

 時間 10：00～12：00 

 保育 有（要連絡） 

 レシートワークと併せての開催です。 

 

レシートワーク 

ままｃａｆｅ Ⅲ 
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バスツアー2016 キッザニア甲子園 報告 

 
夏休みではいっぱいなので９月の開催としました。 

アンケートに ”楽しかった” ”面白かった” ”また

来年も来たい” ”まだやり事いっぱいある” ”小学

校４年だけど、めちゃめちゃ楽しんでます（母談）” 

等々 

嬉しい感想をたくさんいただきました。 

１年お休みを頂き今年開催となり、行先を何処にし

ようか・・考えて「キッザニア」は本当に正解でした

ね。 

当日は台風の様子も気にしながら、それでも雨に

ならずに済みました（夕方から大雨でしたが、16：

30には高槻に帰ってこれていたので…たぶん大丈

夫だったと思っています） 

自家用車を持てないひとり親家庭（特に母子家庭）

にとって、子どもの手を引いての遠出は、勇気と体

力がいります。「バスでっというのが、ありがたいで

す。」のお声をたくさんいただきました。 

  

是非 来年も・・・のお声もたくさんもらったので、今から行先を検討します。 

楽しみに待っていてください。 

 
 

 

内  容 

 日程 平成 28年 9月 4日（日

曜） 

 行先 キッザニア甲子園 

 集合 高槻市役所前 7：30 

 受付 高槻市役所前で受付をし

ています。 

 既に送付しています、申込書等

に必要か所にご記入いただき費

用実費をご持参のうえ受付をお

願いします。 

 費用 実費一部をご負担願いま

す。（費用にはミルクーポン含む）

大人 1,500円、中学生以下

3,000円 
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給付型奨学金  なにそれ？ 

知っていますか？給付型奨学金のこと 政府も給付型奨学金の導入されるようです。 

そこで給付型の奨学金が他にもないかと、ネット検索してみました。大学や民間団体、企業、専

門の団体等からの給付型の奨学金が存在しています。勿論誰にもというわけではないです。論文

を提出、学校の推薦や一定以上の成績が条件だったり、一筋縄ではいかないところもあります

が、知っていてもいいのではないかと思いご紹介しています。 

 

奨学金.Net より 

 

大阪府の奨学金 

大阪の高校生、大学生、大学院生などがもらえる奨学金を紹介します。 

公的な奨学金 

大阪府育英会 

大阪府育英会による貸与型の奨学金です。 

対象は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校（高等部）、高等専門学校、専修学校高

等課程で、中学３年生の予約も可能です。 

また、給付型の奨学金として、「大阪府育英会 USJ奨学金」、「大阪府育英会夢みらい奨学金」、「特

別奨励金給付事業」も行っています。 

母子・父子・寡婦福祉資金 

大阪府の事業です。ひとり親家庭の子どものための修学資金や就学支度資金を貸し付けます。 

児童扶養手当 

大阪府による給付金です。ひとり親家庭の子どもの福祉を目的に支給される手当です。 

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 

社会福祉協議会の貸与型奨学金（教育支援資金）です。 

 

民間の奨学金 

一般財団法人 桐山奨学会 

大阪府下の指定高校の学生への給与事業を行っています（月１万５千円）。また、大阪府下の国公立

大学（大阪大学、大阪府立大学、大阪市立大学、大阪教育大学）の学生への給与事業も行っていま

す（月３万円）。 

公益財団法人 小野奨学会 

大阪府下の特定の大学に在学する大学生や大学院生を支援しています（月３万円〜６万円）。 

公益財団法人 叡哲奨学会 

大阪府の大学生や、保護者の住所が大阪府の大学生へ給付しています（月２万円） 

 

日本学生支援機構（JASSO） 

日本学生支援機構（JASSO）による返済不要の給付型奨学金です。 

２０１７年度に導入される方針が明らかにされています。 

世帯収入が一定の基準を下回ることや、成績が一定水準以上であること、学校推薦があること、卒業

すること、私立大学の下宿生であること等が条件になると言われています。 

対象者は数万人で、月３万円に相当する支給額となる見込みです。 

http://fu-ikuei.or.jp/syougakukin/index.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kms/ikuji/single.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/teate/jifu.html
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html
http://www.kiriyama-syougakukai.or.jp/
http://www.ono-syougakukai.com/index.html
http://eitetsu.sakura.ne.jp/
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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 

   

 

 

 

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、高槻市ひとり親家庭福祉会 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。 

 

 

イチゴ大福 作るよ 

 
日程 平成 28年 2月 19日（日） 

場所 クロスパル高槻 食の工房 

時間 10：00～12：00 

費用 無料 

保育 有（要予約） 

申込 市ひとり親福祉会 まで 

こんなことしたい、 

こんなところに行きたい・・・・・ 

って 思ったら教えてください 
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お知らせ 
 

 その１ 

  下記のお子さんをお持ちのご家庭に、３月下旬にハガキが届きます。 

  届きましたら、内容に沿って手続きください。   

    平成２９年度  新入生（小学校、中学校） 

    平成２８年度  中学校卒業生 

    平成２９年度  高校３年生（最終学年） 

 

 その 2 

  大阪府母子寡婦福祉連合会で、自立支援講座を受講された方へ交通費の一部助成をして

います。２８年度中に受講された方は、下記までご連絡ください。 

  ※条件がありますので、対象になるかはお問い合わせください。 

 

 その 3 

  ２８年度会費の納入がまだの方は、下記の様様で納入ください。 

 

   ○市役所 子ども育成課で納入。母子会の会費を納入する旨を申し出ください。 

   ○下記の会議又は行事の際に納入 

     場所 クロスパル高槻 ４Ｆ 研修室 

    12 月 18 日（日）１２月評議員会 10：00～12：00 研修室 

    12 月  4 日・11 日（各日）パソコン講座 10：00～11：00 ４Ｆ保育ルームへ 

      1 月 22 日（日）レシートワーク 10：00～13：00 研修室 

      2 月 19 日（日）イチゴ大福作り 10：00～12：00 食の工房 

   ○その他  納入についてご連絡ください。 

高槻市ひとり親家庭福祉会 
 

メール takatukishi.boshikai@gmail.com 

HP     http://taka-boshi.jimdo.com/ 

http://taka-boshi.jimdo.com/

