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会員数：母子 402 名／寡婦 1,380 名

新　年　挨　拶
      （公財）徳島県母子寡婦福祉連合会

       会　長　大　山　百合子
新年あけましておめでとうございます。
まず最初に、今年度、知事表彰をはじめ各種表彰を受賞されました皆様、誠におめでとうございます。日頃の

御労苦に敬意を表するとともに、当連合会の発展への惜しみない御協力に感謝し、改めて厚く御礼を申し上げる
次第でございます。

当連合会では、「支え合い、共に目指そう明るい未来」のスローガンのもと、ひとり親家庭等への「生活支援」
をはじめ、「就労・自立支援」、「団体活動の活性化」等の事業を積極的に展開しているところであり、特に、就
業自立支援においては、「ひとり親家庭就業支援専門員」を配置し、きめ細やかな対応を行うとともに、就職に
有利な資格取得のための講習会を開催するなど支援の充実が図られております。また、就業支援講習会における

「介護職員初任者研修」を以前に受講された方が、今年度「介護福祉士」の資格を取得するなど、更なるスキルアッ
プにも活用され、就業に役立てられているところであります。

今後も、会員の皆様からのご意見をいただきながら、よりよい事業の実施とともに、当連合会の更なる発展に
向け、継続的な会員獲得に尽力して参りたいと考えております。

今年も、皆様と手を携え、安心と希望が実現できる明るい未来を目指して、頑張って参りますので、御理解、
御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

最後に、皆様のご健勝とご多幸を心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

平成 29 年度の全国大会は、名古屋市で開催され、当連合会から 5 名が参加しました。
大村秀章愛知県知事や河村たかし名古屋市長の来賓挨拶における笑いを交えた取組紹介、地元名物の PR など

で会場を沸かせた開会式の後、①目指そう！自立、活かそう支援策、②母子と寡婦　明日へつなぐ世代、③育て
よう「自立」、なくそう「孤立」の 3 つのサブテーマに沿った研修討議が行われ、中でも、父子家庭の父親からあった、
体験と取組内容報告では、全国的にも少ない父子会員の参加の重要性や受け入れ等について議論がなされ、安心

して受け入れる体制の構築が必要といった意見など、今後の本県母子会の運営に大いに参
考になるものでした。

2 日目には、日本舞踊家西川千雅氏による講演、大会宣言とともに国等への要望事項も
決議し、各団体が一致団結して、ひとり親家庭等への支援の充実に努めていくことを再確
認しあい、最後に次年度開催県の岡山県から開催への協力要請で大会は幕を閉じました。

事務局長　大　端　克　志

全国母子寡婦福祉研修大会に参加して（愛知県）
平成 29年 11月 4日～ 5日

来年度（平成30年度）は、岡山県での開催で、中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会と同時開催となります。
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ご受賞おめでとうございます

第61回 徳島県社会福祉大会 受賞者
名誉大会長表彰

	 川真田 君 代 様（松茂町）

会長表彰

	 流 谷 三四子 様（つるぎ町）

	 西 濱 富 子 様（勝浦町）
今後ますますのご活躍をお祈りしております。

中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会に参加して
	 	 	 	 	 平成 29年 9月 9・10日　島根県民会館

9 月 9・10 日、島根県民会館において、約 500 人の参加者のもと、研修大会が開催されました。アトラクショ
ンでは、島根県母子会の方々により安来節等を披露して頂き、楽しませて頂きました。

研修討議では、今年度の全国統一活動テーマ「支え合い、共に目指そう明るい未来」のもと、4 人の各ブロッ
クの代表者による発表が行われました。母子と寡婦の連携による活動状況、支援策を利用して資格取得し、就業
につなげている様子など、日々頑張っている内容に感動いたしました。いずれの発表でも、何かを待つのではな
く、自分から積極的に働きかけていく事が大切だと感じました。

また、母子部会では各県の代表者によるそれぞれの母子会
の現状、取り組んでいることなどが熱く語られ、これからの
母子会活動の参考にさせて頂きたいと思いました。

今回の研修では、各県の方とも意見交換ができ、これから
の活動に大いに力を得た 2 日間でした。

副会長（母子部長）　原　　麻　寿（鳴門市）

あなたも「母子会」に入りませんか？

母子会は、あなたと子どもたちが安心して暮らせる社会作りを目指して活動しています。
あなたの近くにも地区会があります。どうぞお気軽にお問合せください。
� お問合せは→→ 088-654-7418　徳島県母子寡婦福祉連合会まで
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親子ふれあいキャンプ2017
10/21～22

10 月 21、22日に国立淡路青少年交流の家にて行われたキャンプに
18組 37名の親子が参加しました。

　参加者からは「同室のお母さんたちと交流できていろい
ろ勉強になった」「子どもと大人が分かれてお互い離れて
いる時間があることが大変良かった」「いろんな年齢の子
どもたちと交流できて楽しかった」などの感想が寄せられ、
普段と違った貴重な体験ができたようです。

　一流シェフと野外でフランス料理ディナーを作りました。
シェフの素晴らしい腕前や高級食材に感激しながら、みんな
で協力してとても美味しいフランス料理が完成しました。
　台風の影響でウミホタルの観察や微小貝探しができなかっ
たのは残念でしたが、お香作りをしたり、ボランティアの方
たちとの交流、室内ゲームなどで楽しい時間を過ごしました。

親子カローリング大会＆

レクリエーション

警備員・清掃員募集！

お住まい近く
で働く場を！

子どものいない時間を有効
に使いませんか？
有限会社

ニューパワー
〒 770-0856
徳島市中洲町 1丁目 6-2
中洲事務所
TEL：（088）665-7211

遠藤印刷株式会社
石井町石井（R192沿）
℡088-674-0161

シェフと一緒に cooking!! お香作り

Ｈ 29.11.26（日）

穴吹スポーツセンター

11 月 26 日、美馬市の穴吹スポーツセンターにて
親子カローリング大会とレクリエーションを行いま
した。カローリングチーム「スマイル」の指導を受
けながら交流を深め、また、レクリエーションでは
割り箸鉄砲を作成、楽
しく遊びました。
恒例のビンゴ大会で
は、みんなでわいわい
と盛り上がり、楽しい
1日を過ごしました。

平成 29年度講習会実施報告

　当連合会では、母子・父子家庭、寡婦の自立と生
活の安定のため、就業に役立つ技能の習得や、資格
を取得するための就業支援講習会を開催しています。

パソコン
検定コース

申込者 14名
修了者 14名

パソコン
土日コース

申込者 14名
修了者 5名

介護職員
初任者研修

申　込　者　9名
修　了　者　8名
資格取得者　8名

パソコン
夜間コース

申込者 6名
修了者 4名

医療事務

申込者 10名
修了者 7名

日商簿記
3級

申込者 5名
修了者 4名

費用の負担がほぼなくこのような講習を受け
ることができてありがたいです。たくさんの
資格を習得し、就職に活かしたいです。

修了証授与の様子
受講生の感想



これからの行事予定
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徳島市母子会　夏の親子ふれあい遠足
　7月 30日に川口ダムの見学に行きました。朝 6時に起きて準備したので、とても疲れましたが、いろいろな
ことがあるから、着くまではわくわくどきどきしました。みんな知らない人だからとても緊張しました。でも、
友達もできて楽しかったです。
　川口ダムの中で私の一番好きな遊びは、チームラボの「お絵かきスマートタウン」です。絵を描いて係の人に
渡すと、自分の描いた絵が画面に映ります。カエルを触ると雨が降り、雲に触ると風が吹いて、木に触ると葉っ
ぱが広がります。火の鳥に触ると太陽が出たりもします。いっぱい工夫されていて、とってもおもしろいです。

@boshikai

地域活動推進研修会
☆徳島市
・親子ふれあい遠足
川口ダム自然エネルギーミュージアム見学
☆鳴門市
・防災訓練、津波避難訓練（斎田棒杭山）
☆小松島市
・講演「幸せに生きる～自己肯定力をつける」
☆吉野川市、阿波市、
美馬市、三好市、美馬郡、三好郡
・防災センター見学、藍染め体験
☆勝浦郡
・社会見学（神戸UCCコーヒー博物館）
・神戸港コンチェルトクルーズ遊覧
☆那賀郡
・冬のあったかバーベキュー
それぞれの地域で、会員同士や地域との交流を深め
たり、情報交換や組織活性化に向けての話し合いな
どが行われました。

生活支援講習会
☆小松島市
・子育て講座　　国定公園、特別保護区の学習
　　　　　　　　うみがめマリンクルーズ
　　　　　　　　意見交換会、子育て相談会
・地域連携講座　小松島福祉まつりに参加
　　　　　　　　市社協と連携、広報活動、
　　　　　　　　地域住民との交流を深める
☆鳴門市
・地域活動講座　チャリティー募金活動
　　　　　　　　夜間炊き出し訓練、
　　　　　　　　ウォーキング、意見交換会

地域の母子会の活動を紹介します

母子会・LINE
PRのぼり
貸出できます！
県連合会にお問合せ
ください☆

29 年度
平成 30年 1月 27日（土）母子部長・専門部会長会

3月 7日（水）理事会
3月 16日（金）評議員会

30年度
平成 30年 5月 7日（月）監査

5月 9日（水）理事会
5月 24日（木）評議員会
5月 27日（日）徳島県母子寡婦福祉研修大会
8月 4日（土）親子わくわく自然体験 in 美郷
10月
10月

20日
21日

（土）淡路島キャンプ
（日）（国立淡路青少年交流の家）

10月
10月

27日
28日

（土）全国母子寡婦福祉研修大会　岡山県
（日）（中国・四国地区母子寡婦福祉研修大会

同時開催となります）
11月 25日（日）カローリング大会

川口ダムに来た人は、ぜひやってみて
ほしいと思います。とっても楽しかっ
たです。

徳島市　小 3女児

☆ぜひご登録ください☆

当連合会では、LINE
を使って、情報を発
信しています！！

♪ひとり親家庭に向けた支援情報
♪親子で参加できる

楽しいイベント情報
♪自立促進のための

就労サポートの情報


