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　新型コロナウイルス感染拡大という、 未曾有の災禍は、 まだまだ終息はおろか収束の兆しも見えない状況で、 新種株が次々に出現し猛威を振るっていま

す。 私たちの生活様式は、 大きく様変わりしたまま２年が経過しようとしています。

　不安定な就労形態が大半を占めるひとり親は、 平常時から経済面、 生活面で大変辛い想いをしています。 それに加えて、 新型コロナウイルス感染拡大と

いう未曾有の災禍が追い討ちを掛け、 ひとり親の雇用や収入の確保に直接的な大打撃をあたえました。 第６波からは、 子どもの感染者が増え、 子どもた

ちの学級閉鎖や休校などにより、 家計や栄養摂取を脅かしました。

　当法人の複数回のアンケート調査でも、 「仕事がなくなった ・ 仕事が減った」 が５割から６割を占め、 「収入がなくなった ・ 収入が減った」 が６割から７割

を占めるという悲惨な状況となっています。

　何気なく過ごしていた日常は当たり前のものではなく、 かけがえのないものだったと、 あらためて痛感しています。 なかなか先が見えない現状ですが、

私たちは下を向いてばかりはいられません。 当団体の責務として、 コロナ禍が収束し、 マスクなしで、 笑顔で集える日が近い将来訪れることを信じて、 今

できることから少しずつ、 多くの皆々様のお力も拝借しながら、 LINE などの SNS も利用しつつ、 孤立しがちなひとり親家庭 ・ 寡婦に寄り添い、 明るい

笑顔と元気を届けることができるように活動していく所存です。
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