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会員数：母子 266 名／寡婦 1,005 名

5 月の理事会で県連会長に選任されました亀井でございます。4 年間先頭に立って
活躍された大山会長をはじめ、歴代の会長の功績に恥じぬよう母子寡婦福祉に取り組
んで参りますので会員の皆様、関係機関・団体の皆様のご支援、ご協力をお願い申し
上げます。

さて、今年は、新型コロナウイルスの影響が何よりも心配されるところであり、ひとり親家庭の就労、
子育て、日常生活など様々な場面で喫緊の公助、共助が求められているところであります。

国においては、児童扶養手当受給者等を対象とした「ひとり親世帯臨時特別給付金」制度の創設、県に
おいては、「ひとり親家庭子育て応援事業（フードパントリー）」の実施など積極的な取り組みが行われます。

当会としては、こうした取組の情報が隅々まで伝わるよう情報発信に努めるとともに、事業の一躍を担
い各種事業に関わって参りたいと思います。

今後とも、会の社会的な意義と役割を再認識し、地域社会に貢献する団体としてひとり親家庭の明るい
未来のために共に頑張って参ります。

コロナに負けるな！

ひとり親家庭支援　フードパントリー実施
徳島県母子寡婦福祉連合会では、関係機関と連携、
ご協力をいただき、この度の新型コロナウイルス感
染症の影響を受けたひとり親家庭の経済的支援を
行っています。

ひとり親家庭の支援に関する知事への要望

徳島県母子寡婦福祉連合会より、会長・副会長
が知事に面会し、「新型コロナウイルス感染症
に係るひとり親家庭の支援に関する要望」を行
いました。� 2020．6．3
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徳島を離れて暮らす
学生さんへは
「親心代行便」

（公財）徳島県母子寡婦福祉連合会

13代会長　亀　井　里　江会長就任 あいさつ

送付した食材の一例
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県連合会役員の紹介
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清掃員・警備員

お住まい近く
で働く場を！

（合建グループ）

子どものいない時間は

　何してますか？

有限会社 ニューパワー
徳島市末広2丁目1-20
TEL（088）665-7211

☆警備員・清掃員☆
☆子育て中のママ活躍中☆
未経験者大歓迎！！

子供が保育園や学校に
行ってる時間で働きたい。
まずはお電話ください

Gohken
合建警備保障株式会社

徳島市川内町平石夷野33-4
TEL088-665-6888

会　長　阿波市　　亀　井　里　江
副会長　勝浦郡　　三　好　君　江
　〃　　三好市　　藤　森　敬　子
　〃　　鳴門市　　森　本　仁　子
理　事　徳島市　　緒　方　和　子
　〃　　鳴門市　　佐　藤　鈴　子
　〃　　小松島市　福　野　伸　江
　〃　　阿南市　　仁　木　房　子
　〃　　吉野川市　山　嵜　惠　子
　〃　　美馬市　　大　山　百合子
　〃　　名西郡　　髙　田　ミヨ子
　〃　　那賀郡　　元　浦　鈴　子
　〃　　海部郡　　寺　下　博　子
　〃　　板野郡　　川真田　君　代
　〃　　美馬郡　　宮　本　嘉津子

監　事　徳島市　　磯　野　美智子
　〃　　鳴門市　　原　　　麻　寿
評議員　徳島市　　奥　村　嘉　子
　〃　　鳴門市　　松　谷　ハツセ
　〃　　小松島市　秋　月　鏡　子
　〃　　阿南市　　小　西　陽　子
　〃　　阿波市　　福　田　智　子
　〃　　美馬市　　青　木　満　代
　〃　　三好市　　釜　石　葉　子
　〃　　勝浦郡　　西　濵　富　子
　〃　　那賀郡　　四　宮　由利恵
　〃　　海部郡　　春　木　裕　子
　〃　　板野郡　　春　藤　佐智子
　〃　　勝浦郡　　宮　本　千　秋

理　事　勝浦郡　　宮　本　千　秋
　〃　　三好市　　中　川　智代美
　〃　　名西郡　　粟　内　壽惠子
　〃　　美馬郡　　佐　藤　千代美
評議員　小松島市　北　濱　秀　子
　〃　　阿南市　　大　下　美千代
　〃　　美馬市　　藤　井　タミ子
　〃　　三好市　　高　尾　久　子
　〃　　勝浦郡　　笠　木　久　江
　〃　　美馬郡　　流　谷　三四子
　〃　　鳴門市　　森　本　仁　子

◇退任された役員◇

※下線は、新たに選任された役員

新役員の皆様、会の発展のためにより一層のご尽力を
よろしくお願い申し上げます。
旧役員の皆様におかれましては、長きに亘り、大変お世話になりました。
ますますのご健勝をお祈りいたしております。今後も、ご指導・ご協力をお願いいたします。

就任のごあいさつ

事 務 局
職員紹介

4 月に、徳島県こども未来応援室長に就任いたしました大井です。
日頃より、ひとり親家庭等の福祉行政に、格別のご理解・ご協力をいただき、厚くお礼
申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下におけます「子どもたちの
食を守るフードパントリー」等、積極的な支援活動にご尽力いただき、心から感謝申し上げます。
県では、こうした活動を後押しするとともに、昨年度改訂しました「徳島県ひとり親家庭等自立促進計画」
に基づき、ひとり親家庭の自立、寡婦の皆様の生活の安定、子どもたちの健やかな成長のため、皆様と一緒
に尽力して参りたいと存じますので、変わらぬご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

徳島県未来創生文化部次世代育成・青少年課
こども未来応援室　室長　大　井　文　恵 氏

事 務 局 長　原　　　浩　之

臨時補助員　廣　澤　椋　太

4 月から事務局長として着任しました原です。皆様からご協力を頂
きながら、ひとり親家庭等の暮らしの安定・向上の実現に向け、精一
杯励みますので、よろしくお願いいたします。
7月から臨時補助員として、子育て応援事業に従事しています。
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遠藤印刷株式会社
石井町石井（R192沿）
℡088-674-0161

　第1回分に

　「植物栽培キット」を

　一緒にお送りします。

☆植物を栽培することにより、
　親子共通の話題ができるよう、また、育てる楽
しさ等を知ってもらうようお送りしています。

親心代行便を受取った
学生さんからの声

・コロナの影響でバイトにも行け
ず、買い物にも困っていたた
め、すごく助かりました。
・奨学金だけでの生活は大変厳し
かったのですが、食品を送って
いただきとても嬉しかったで
す。
・徳島の食品が多く入っていた
ので、心身共に励まされまし
た。恩返しができるように今後
も学業に励みます。

◎徳島市　　　岡本様　　　米
◎吉野川市　　松島様　　　米
◎阿波市　　　亀井様　　　米
◎株式会社イルローザ様　　ジュレ徳島
◎石井町　　　荒川様　　　米
◎徳島市　　　大井様　　　カップ麺
◎東みよし町　　原様　　　米、じゃがいも
　　　　　　　　　　　　　カップ麺他

貴重な食材をご寄贈いただき、ありがとうございました。
◎NPO法人フードバンクとくしま様

ご協力ありがとうございました。

フードパントリーを受取った家庭からの声
・収入がなかったのでとても助かりました。すぐに食べられるもの
ばかりでありがたかったです。
・給食がなくなり、食費がかかって困っていたので助かりました。
お菓子は子どもも喜びました。

☆うまく育つように娘と楽しみながら
　この夏を過ごしていきたいです。
☆子どもがはりきって
　水やりをしています。

「種を蒔いたよ。」「水やりしたよ。」
などのコメントや観察日記のイラストなど、

ご報告をいただいています。

5000 円相当の食品を 4 回無償で送付します。

対象者：①児童扶養手当の全部支給を受けている方、

②児童扶養手当受給者等で新型コロナウイルスの

影響で収入状況が大きく減少した方

※詳しくは、お問い合わせください。

メール、ファクシミリ、郵送での受付となります。

ひとり親家庭子育て応援！！

フードパントリーの実施
とても助かった！
とのお声がたくさん
届いています。

ご寄贈いただいた
たくさんの食材を
皆さんにお届けし
ました。

①子どもたちの食を守る　フードパントリー

　令和 2 年 5 月実施　 178 件

②ひとり親世帯等緊急生活支援（徳島県共同募金会の助成事業）

　令和 2 年 6 月実施　 177 件

　・フードパントリー（148件）

　・親心代行便　　　　 （29 件）

③ひとり親家庭子育て応援事業フードパントリー（徳島県委託事業）

　実施中～令和 2 年10 月16 日まで受付

お礼　ご寄贈いただきました。

みなさんからの声
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〒 770-0943
徳島市中昭和町１丁目２番地　（徳島県立総合福祉センター２Ｆ）
ＴＥＬ　088-654-7418/7414　携帯：090-6886-7852
ＦＡＸ　088-654-7414　ＨＰ　　http://www.tbjcenter.jp/

夢を応援基金

「ひとり親家庭支援奨学金制度」

全母子協とローソングループが力を合わせ、ひとり親家庭の
生徒さんを給付型奨学金で応援します。

※今年度の募集は終了しています。
☆返還不要の給付型、他の奨学金との併用可
☆全国で約400人、徳島県では令和2年度4人の方が給付を受けています。

僕は、小・中学生の頃は、塾に行ったことがありませんでした。しかし、高校生になり、大学受験を考
えるようになったとき、塾に行き始めました。高校では校外模試も多く、費用がかかりましたが、徳島県
母子寡婦福祉連合会、全国母子寡婦福祉協議会を通して、ローソングループから奨学金を給付していただ
き、大変助かりました。感謝しています。

将来、医師になるため、僕は今大学で勉強しています。講義や課題で忙しい毎日を過
ごしています。これから 6年間、勉学に励み、医師免許取得後には大学院にも進学した
いと考えています。
大学の 6年間、その後の臨床研修さらには実地研修など、医師になるための道はまだ
始まったばかりです。将来、今まで支えてきてくれた方々に恩返しをしていきたいです。
そして、社会に貢献していきたいです。

この春、大学に進学された奨学生より

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い合わせください。

お問い合わせは→→ 088-654-7418 徳島県母子寡婦福祉連合会

◇お詫び◇ 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度、開催を予定しておりました親子
イベント、就業支援講習会などはやむなく中止させていただいたものがございます。
今後の開催等につきましては、状況に応じて検討し、改めてHP、LINE等でお知らせ
してまいります。
ご迷惑、ご心配をおかけいたしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

LINE�ID�@boshikai

公益財団法人　徳島県母子寡婦福祉連合会


