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新春を迎えて
あけましておめでとうございます。
新たな年が、 県民の皆様にとりまして素晴らし
い１年となりますよう、 心からお祈り申し上げます。
昨年は、 新型コロナウイルス感染症が、 県民
の皆様の生活や経済活動に大きな影響を与える
中、 安心な日常生活と活力ある社会経済活動を取り戻していくため、
オール愛知で一丸となって、 感染症の 「克服」 に向けた取組を進め
てまいりました。
こうした中でも、 ジブリパークの整備推進、 世界最高クラスのアリーナ
と な る 愛 知 県 新 体 育 館、 国 内 最 大 の ス タ ー ト ア ッ プ 支 援 拠 点
「STATION Ai」 の整備着手など、 感染症克服後を見据え、 将来に
わたって、 日本の成長をリードし続ける愛知を形作っていけるよう、
愛知を 「前進」 させた１年となりました。
世界は、 グローバル化の進展やそれに伴う感染症リスクの増大、
デジタル技術の急速な発展などにより、 加速度的な変化を遂げてい
ます。 今後も、 愛知が日本の成長エンジンとして、 我が国の発展を
力強くリードしていくためには、 そうした変化に的確に対応し、 イノ
ベーションを巻き起こしていかなければなりません。
今年も、 国内外の優れたスタートアップと地域のモノづくり企業と

理事長あいさつ
皆様には、 日頃からひとり親家庭及び寡婦の
福祉についてご理解とご協力を頂き、 厚くお礼
を申し上げます。
全世界が新型コロナウイルス感染症という、
未知のウイルスに襲われ三年目となりました。
ワクチン三回接種も多くみえる事と思いますが、 未だ、 七波がくる
のではと、 予断を許さない状況、 ひとり親家庭、 寡婦会の活動は、
自粛、 制限され、 社会環境も随分様変わりしました。
そんななかにおいても県母連事務局には、 昨年同様、 ひとり親家庭
に、 明るい笑顔と元気を届けたいという、 温かいご厚情を沢山頂い
ています。 大勢の方々から頂いた寄贈品に笑顔と元気を、 の思いを、
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のオープンイノベーションにより、イノベーションが次々と創出される、
愛知独自のスタートアップ ・ エコシステムの形成を促進するとともに、
海外先進地域との連携を深め、 世界に例を見ないグローバルなイノ
ベーション創出拠点の形成を目指します。
また、 リニア大交流圏を見据えた社会インフラ整備、 農林水産業の
振興、 教育 ・ 人づくり、 女性の活躍、 医療 ・ 福祉、 環境、 雇用、
多文化共生、 防災 ・ 交通安全、 東三河地域の振興など、 県民の皆
様の生活と社会福祉の向上にもしっかりと取り組んでまいります。
今年７月には、 ３年に一度の国際的な現代アートの祭典、 国際芸術祭
「あいち２０２２」 を開催します。 秋にはいよいよ、 ジブリパーク全５
エリアのうち、 「青春の丘エリア」 「ジブリの大倉庫エリア」 「どんどこ森
エリア」 の３エリアが開業します。 愛知の魅力を高める取組を着実に
進め、 国内外での愛知のプレゼンスをより一層高めてまいります。
２０２２年は、 １８７２ （明治５） 年に現在の愛知県が誕生してから、
１５０周年にあたる記念すべき年です。 県民の皆様に、 郷土への愛着
と誇りを改めて持っていただき、 そして、 将来も愛知県に住み続け、
愛知をより良くしていきたいと思っていただけるよう、 今年も全力
で取り組んでまいりますので、 一層のご理解とご支援をお願い申し
上げます。
2022 年元旦

愛知県母子寡婦福祉連合会 理事長

中條里枝

今年も梱包、 配送作業にと、 事務局頑張っています。
この苦しい不況下に、 未だに大勢の温かい人々の気持ち、 応援を
頂き心強く、 ひとり親家庭が乗り越えられる為に今出来る事、 新し
い日常を、 意識しながら、 励まし合って精一杯、 行っていきたいと
思います。
廃墟の中から、 戦後立ち上がった七十二年という、 歴史ある愛知
県母子寡婦福祉連合会と、 太いパイプで結ばれている、 ひとり親家
庭の皆様、寡婦の皆様と揺ぎない 「絆で」 これからの未来を切り拓き、
後を紡いでくださる様、 期待します。
最後になりましたが、 日頃から深いご理解とご高配を頂いています、
県、 市、 区、 町の行政をはじめ関係機関の皆様に感謝申し上げます。

In f o rm a ti o n

ーお知らせー

母子父子寡婦福祉資金貸付金の制度のお知らせ

児童扶養手当を受けている方へ

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方が自ら進んで自立
を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上に努めるた
め、また児童の福祉増進のために必要な資金の貸付を行っ
ています。

児童扶養手当額について
児童扶養手当は、 毎年の消費者物価指数の変動に応じて
手当額が改定されます。

■貸付金の種類
お子さんが高等学校や大学、 大学院、 専門学校等へ進学
するために必要な入学金や授業料等が貸付対象となる就学
支度資金、 修学資金のほか、 技能習得資金、 生活資金など
１２種類の貸付資金があります。

令和２年度の手当額は、
○児童１人の場合
全部支給４万３１６０円
一部支給４万３１５０円から１万１８０円の範囲

■貸付利率
修学資金、 修業資金、 就職支度資金 （子どもに係るもの
に限る） 及び就学支度資金については無利子、 その他の
資金については、 連帯保証人を立てる場合には無利子、
連帯保証人を立てない場合は年 1.0％となります。

○児童２人目の加算
全部支給１万１９０円
一部支給１万１８０円から５１００円の範囲
○児童３人目以降の加算
全部支給６１１０円
一部支給６１００円から３０６０円の範囲

■お問い合わせ先
貸付申請窓口は、 市にお住いの方は市役所、 町村にお住
まいの方は県福祉相談センターになります。

「児童扶養手当法」 の一部が
改正され、 令和３年３月分から
「障害基礎年金等」 を受給されて
いる方も支給対象となります。

貸付制度の詳しい内容については、愛知県児童家庭課の
ウェブページ（http://www.pref.aichi.jp/jidoukatei/）
をご覧いただくか、貸付申請窓口へお問い合わせください。

母子 ・ 父子家庭自立支援給付金について

母子 ・ 父子家庭高等職業訓練促進資金
貸付事業について

母子 ・ 父子家庭のお母さん ・ お父さんが就職に有利な技能 ・
資格を取得するため講座を受講する場合や、 各種学校等の
養成機関で修業する場合に給付金を支給しています。

養成機関で勉強し、 看護師等の就職に有利な資格の取得
を目指す 母子家庭 の お母 さん ・ 父 子 家 庭 の お父 さん に、
入学準備金及び就職準備金を貸し付けます。 なお、 この
貸付金は取得した資格を活かして一定期間就業を継続され
た場合に、 償還が免除されます。

受給を希望する場合は、 受給資格等を確認するため、 各市 ・
県福祉相談センターで事前相談が必要です。 講座や資格の
内容、 所得等の世帯状況により受給できない場合もありま
すので、 市にお住まいの方は市役所、 町村にお住まいの方
は県福祉相談センターにお問い合わせください。

■対象者
県内にお住まいの母子家庭のお母さん ・ 父子家庭のお
父さんで、 高等職業訓練促進給付金を受給している方

■制度 （令和２年度） の概要■
○自立支援教育訓練給付金

■貸付金の種類
入学準備金 （上限５０万円）
就職準備金 （上限２０万円）

対

象 ： 雇用保険の教育訓練給付指定講座

支給額 ： 受講料の６割
（上限２０万円、 ただし専門実践教育訓練給付金
指定講座を受講する場合は、 修業年数 ×２０万円 （最大
８０万） ・ 雇用保険非該当者の場合）

■お問い合わせ先
愛知県母子寡婦福祉連合会
０５２-９１５-８８６２

○高等職業訓練促進給付金
対

母子家庭等就業支援講習会について

象 ： 看護師、 介護福祉士等
（上限４８月 ・ ただし支給期間は資格取得に必要
な期間によって異なります。）

支給額 ： 月額１０万円 （非課税世帯の場合）
養成機関における課程の修了までの最後の１２ヶ月につい
ては４万円増額。

愛知県では、 パソコンや介護職員初任者研修 （旧ヘルパー
２級）、 調剤薬局事務といった、 就業に役立つ資格や技能習
得を目的とした就業支援講習会を開催しております。

○高卒認定試験受講修了時給付金

今後とも、 ひとり親家庭等のお母さん ・ お父さん方の就職
活動を支援するため、 時宜に応じた内容の就業支援講習会
を実施していきますので、

対

象 ： 高卒認定試験対策講座受講修了時

支給額 ： 受講料の４割 （上限１０万円）
○高卒認定試験合格時給付金

是非ご参加ください。

対

■お問い合わせ先
愛知県母子寡婦福祉連合会
０５２-９１５-８８６２

象 ： 高卒認定試験合格時

支給額 ： 受講料の２割
（受講修了時給付金と合わせて上限１５万円）
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創立７０周年記念 令和３年度 愛知県母子寡婦福祉大会
創立７０周年記念 令和３年度愛知県母子寡婦福祉大会が小規模な
がら、無事に終了しました。 コロナ禍のため一年遅れでの開催でした。
愛知県母子寡婦福祉連合会は、 「わが幸はわが手で」 の合言葉の
もと、 戦争未亡人達が、 互いに慰め合い、 励まし合い、 助け合って、
共に子どもの健全育成を願って設立された、 ７１年の長い歴史のあ
る団体です。

母子家庭の生活の安定にかかせない児童扶養手当をはじめ、 母子
家庭のための様々な制度が整った背景には、 多くの先輩方の力強い
団結と並々ならぬ活動の歴史があります。
多くの方々に支えられてきた７０年の歴史の重みを振り返りお祝い
しました。 愛知県知事感謝、 優良母子家庭表彰、 役員永年勤続感謝、
職員永年勤続感謝、 中日賞表彰、 来賓祝辞、 中日賞体験発表、 大
会決議、 申し合わせ事項などの日程で開催されました。

中日賞体験発表
「大きな悲しみも今では光陰矢の如し」 半田市 稲生洋子 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
昭和５５年４月私を突然襲った大きな悲しみ、 それは３９歳の夫のあ
まりにも早すぎる突然死でした。
同居していた義理の両親を送り一年目のことでした。 その日まで会
社へ行っていた夫は急性心不全で一晩の内に亡くなりました。
当時私は３６歳、 小学校一年 四年 六年生の三人の子どもが残され
ました。
幸い若い頃、 公務員をしていた事もあり半田市の外部団体へ中途採
用され勤めと育児の二足のわらじをはき無我夢中で生きて参りまし
た。
近くへ嫁いだ事もあり、 実家の母や妹がよく助けてくれ、 カギッ子

にすることが無かったのは、 有難かったです。
まさに光陰矢の如し、 三人の子ども達も各々結婚、 六人の孫に恵ま
れ、 親としての私の役目は終ったと安堵しています。
西尾市へ嫁いだ娘が、 時々訪ねてくれ良き話し相手になってくれて
います。
６０歳で定年退職後は、 地域の公民館や老人会の役も務めさせて頂
き地域の人々とのふれあいに楽しい日々を過ごしています。
入会以来支えてくださった半田市の母子会の為に、 微力ではありま
すがお役にたてるよう努めて参りたいと思っています。 ご清聴ありが
とうございました。

「残された家族」 西尾市 佐藤和代 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
私の夫は、 急性肝炎から五年後肝硬変になり４５歳で他界しまし
た。
担当医から余命長くて三ヶ月と私に告知され一ヶ月半でした。 説
明の後、 目の前が真っ暗になったが 「急性肝炎の治療が長びきそ
うなんだって。」 と笑顔で偽った。
とても辛かったです。
一ヶ月過ぎた頃、 本人は覚悟していたのか私に 「隠さず、 はっき
り言ってくれ。」 と懇願され仕方なく肝硬変の末期であることを告
げたら涙を流し、 ベットの布団の上に顔を伏せていた私の頭をやさ
しく撫でながら 「よくここまで我慢して頑張ってくれたなぁ。」 と言っ
てくれました。
夫はブティックを三軒持ち七人の店員さんのお給料を、 むしばま
れ、 薄れゆく体にモルヒネを打ちながら病室で計算し私は銀行へ走
りそして袋詰めをしていました。 子ども達が三人成人していれば、
お店も存続出来ただろうがとても無理な事、 泣く泣く手放す事にな
りましたが、 借金なしの経営方針には、 尊敬と感謝の念しかありま
せんでした。

そして半年後、 仕事先をさがし回り、 銀行パート１４年、 市役所１０
年臨時職員として働きました。 子ども達の為、 通勤も近く、 土日
祝日休みの条件は願ったりかなったりでした。
子ども達の学校行事は必ず参加し個人面談では成績よりも、 学
校、 先生、 友達に迷惑をかけていないかをたずねたら 「三人共、
性格は明るく友達の面倒見も良く仲良くやってますよ、 お父さんを
亡くされていた事を知らなくてすいませんでした。」 との事。 それ
だけ聞いてホッとし安堵しました。
現在は、 三人の息子達も大学を出て就職し家庭を持ち、 七人の
孫に恵まれました。
義父は八十歳で他界し、 私は共働きの長男夫婦と同居し二人の内
孫の面倒を見ながら、 やさしいお嫁さんに日々、 幸せを感じてい
ます。

しかし、 私４１歳、 夫の父と息子三人、 小学一年、 三年、 五年生
でした。 全て夫に頼っていた私の肩に重責がのしかかり不安と悲し
みに明け暮れ何もやる気力が無く体と足は鉛につながれているよう
な感覚で引きずっていました。
私の元気のなさ、 暗い毎日を子どもなりに、 淋しさを感じていた
のか、 ある日友人からの電話で私が笑い声を上げたら切った後に、
子ども達が 「お母さんは笑ってた方がいいよ !!」 と言ったのです。
その言葉に、 ハッと我に返りいつまでも悲しんでいてはと、 私はこ
れから三人の子ども達を守って行かねば、 そして全てに惨めな思
いをさせまいと前向きに進もうと、 考え直しました。
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左 ： 佐藤さん 右 ： 稲生さん

第３回 白ゆりスポーツフェスタ開催！
令和３年１２月５日 （日）、 名古屋市千種スポーツセンターにおいて、 『第３回白ゆりスポーツフェスタ』 が開催されました。 ひとり親家庭の親子
約１５０名の明るい笑顔が溢れる中、 盛会裡に終了しました。

みんな揃って 「ハイ！ポーズ！」

●株式会社 kids heart プロモーションの
おもしろスポーツテスト
温かいご厚意の協賛企業
●TAiSEiKAN もみほぐし
●総合格闘技道場アライブ パンチ＆キック体験
●One nurse ふぁみりーあったか保健室
●株式会社アンプリライブ きこえのチェック
●心似顔絵塾 似顔絵コーナー
●フードパントリーコーナー
●JUMP LAB 学習ノートプレゼント
株式会社 kids heart プロモーションのおもしろスポーツテスト

盛りだくさんのコーナー
どこのコーナーも、 親子の笑顔が溢れていました。

総合格闘技道場アライブ パンチ＆キック体験

ご協力いただきました、 皆様、 本当にありがとうございました。
参加してくれた皆さん、 ありがとうございました。
長引くコロナ禍で、 日頃、 我慢すること、 辛いことが多々あると推察します。 今日だけでも、
全て忘れて思いっきり楽しんでいただけたでしょうか。 楽しかった。 来て良かった。 そして、
溢れる笑顔を見たら、 楽しんでいただけたと確信しました。
オミクロン株も吹き飛ばしてくださいね。
チャリティサンタ名古屋の皆さん、
インターアクトスペース Wits の皆さんの
ご協力にお手伝いに深く感謝しております。

心似顔絵塾 似顔絵コーナー

TAiSEiKAN もみほぐし

One nurse ふぁみりーあったか保健室
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株式会社アンプリライブ きこえのチェック

ひとり親家庭のふれあい職業体験会 『パン職人体験 ( フジパン／瑞穂区 )』
令和４年２月２６日 （土）、 ひとり親家庭のふれあい職業体験会 『パン職人体験 （フジパン／瑞穂区）』 が開催されました。
飛びっきりゴージャスなサンドイッチ４種に、 バターロール、 山型食パン作りと、 スペシャルなパン職人体験会です。
「楽しかった。」 「子どものこんなに楽しそうな笑顔を初めて見た。」 「サンドイッチ綺麗」 「いいにおい」と参加者の親子に笑顔が溢れていました。
できたてのアッツアツの山型食パンを黙
食で味見に目が３倍ぐらいに大きく膨らみ
ました。
フジパンストアー株式会社商品開発セン
ターの先生方、 本当にありがとうござい
ました。
翌日２月２７日 （日） の中日新聞朝刊市
民版に掲載されました。

令和４年２月２７日 （日） 中日新聞朝刊市民版

☆わくわくがとまらない☆白ゆりわいわいカーニバル
令和３年９月１９日 （日）、 ウィルあいち大会議室にて、 『第１回ひと
り親家庭の親子・寡婦の白ゆりわいわいカーニバル』 を開催しました。
予約不要、 入退場自由で、 告知したところ、 新型コロナウイルス感染
拡大蔓延防止中にも関わらず、 大盛況で、 なんと２４８人のひとり親
家庭の親子のご来場があり、 どのひとり親家庭の親子にも笑顔が溢
れていました。 ボランティアスタッフも７０人と大勢の方々にご協力い
ただき無事盛会裡に開催することができました。
入場制限したり、ソーシャルディスタンスを取る為に多くのボランティ
アさんがいてくれて助かりました。
中谷 豊実ボッチ先生、 ボッチ先生の関係者の皆さん、 不破 章宏あっ
くん代表のアソブンジャーの皆さん、 坂田 智哉代表始めチャリティサ
ンタ名古屋の皆さん、 伊藤 麻美代表の wits の皆さん。 中村 剛代表
の心似顔絵塾の皆さん、 当法人の職員、 元職員の皆さん、 本当に本
当にお世話になりました。 皆さんの温かいご厚意の企画とお力添えの
お陰で、 コロナ禍で更に辛い想いをしているひとり親家庭の親子に明
るい笑顔と元気を届けることが叶いました。

みんな揃って 「ハイ！ポーズ！」

来場した皆様全員から、 来て良かったと回答いただいています。
そして、 大半の方々から、 楽しいひとときだった。
次回も参加したいと回答いただいています。

参加された世帯への食品 ・ 衛生用品のパントリー

心似顔絵師似顔絵コーナー

● ボッチ ・ アダムスマジックショー
● アソブンジャーと一緒に遊ぶ縁日
（バルーンアート、 ボール投げ、 輪投げ、 射的、 プラ板工作等）
● カラーセラピー、 ジェルネイル、 ビューティブース、 ハンドマッサー
ジ等
● 心似顔絵師似顔絵コーナー
● 健康ナースステーション
ふぁみりーあったか保健室
（ストレス測定、 酸素飽和濃度、 個別相談等）

ボッチ ・ アダムスマジックショー

● 参加された世帯への食品 ・ 衛生用品のパントリー
（龍の瞳細米１キロずつ、 食料品、 グランパスユニフォーム、
ドラゴンズバッグなど）
チャリティサンタ名古屋メンバー
皆様、 本当にありがとうございました。
今回ご協力くださった皆様、 また次回もどうぞ宜しくお願い致します。
アソブンジャーと一緒に遊ぶ縁日
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たくさんのバルーンアート

令和 3 年度コロナ禍で更に辛い想いをしているひとり親家庭アンケート 調査報告
新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の災禍は、 長期に渡り、 まだまだ予断
を許さない状況にあります。 平常時から経済面、 生活面で大変なひとり親家庭にお
いては、 更に大変さが増していることとが今までのアンケートでもわかりました。 そ
して、 コロナ禍も第６波が猛威を振るい、 収束がみえない状況下において、 今までも、
これからも様々なご苦労があることと推察します。 今回のアンケートを通して、 長引
くコロナ禍によるひとり親家庭の生活の変化及び今後の生活の上でのお悩みやお困
りごとをお聴きし、 皆様に少しでも明るい笑顔と元気をお届けする活動に繋げてい
くため、 更に、 行政へも皆様の声をお届けして、 今後の支援施策検討の方向性に
役立てていただくためにアンケートを実施しました。

調査の概要
【調査対象】 愛知県内の２０歳未満の子どもを持つひとり親家庭
【調査方法】 オンラインでの回答
【調査期間】 令和３年１２月２４日（金） 〜 令和４年１月１７日（月）
【回 答 数】 ５４２世帯
【調査項目】 ・ 新型コロナウイルス感染拡大の影響
( 仕事 ・ 収入 ・ 出費 ・ 出費が増えたと思うもの）
・ 今後の生活における困りごと、 悩みごと
・ コロナ禍での不安や悩み

【世 帯】

【年 代】

【子ども（２０歳未満）の数】

２０代 3%
父子世帯 1%

5 人以上 0％ （１人）

4 人 3%
50 代以上
10%
3人
10％

30 代 32%
１人 49％
2 人 38％
4０代 55%

母子世帯 99%

【子ども（２０歳未満）の状況】

【現在の雇用状況】

就業 2％
大学生 3％
就学前
13％

短大生 0％

その他 4％

家族従事者 0％ （２人）

就学 ・ 就業していない 1％

就業して
いない
10％

自営業 3％

専修 ・ 各種学校生 1％

正社員 27％

高校生 19％

小学生 35％
非常勤 ・ パート ・
アルバイト等 44％

中学生 26％

【Ｒ３年１０月調査 仕事量】
仕事の量が増えた
（新たな仕事を始めた）
6.5%

【Ｒ４年１月調査 仕事量】

もともと仕事をしていない 4.0%
仕事が
なくなった
（失業 ・ 休業した）
14.2%

収入が増えた 0.7%

その他 4％

仕事の量が増えた
（新たな仕事を始めた）
7%

ほとんど変わらない
28.6%

【Ｒ３年１０月調査 収入】

もともと仕事をしていない 3%
仕事が
なくなった
（失業 ・ 休業した）
13%

ほとんど変わらない
35%
仕事の量が減った
46.7%

収入が
ほとんど
なくなった
12.8%
収入が
半分程度に
なった 10.3%

その他 2％
収入が
ほとんど
なくなった
収入が
12%
半分程度に
なった
8%

ほとんど
変わらない
36%

半分までではないが
収入が減った
46.7%

仕事に影響
があった
51%

仕事に影響
があった
60.9%

【Ｒ４年１月調査 仕事量】

収入が増えた 0% （３人）

ほとんど
変わらない
29.5%

仕事の量が減った
38%

派遣社員 ・
契約社員
12％

半分までではないが
収入が減った
42%

収入に影響
があった
69.8%

収入に影響
があった
62%

【出 費】

【出費が増えたと思うもの】

※複数回答

食費

80.4%

水道光熱費

全体として支出 （出費）が増えた
80.8％

71.6%

日用品購入費

59.8%

衛生用品

あまり変わらない
16.6％

48.2％

オンライン授業に係わる
機器通信費等

19.9%

テレワークに係わる機器
通信費等

全体として支出 （出費）が練った
2.6％

7.7%
5.5%

その他
0
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【今後の生活における困りごと ・ 悩みごと】 ※複数回答
生活費
子どもの進路や将来について
子どもの就学資金
仕事
自分のストレス
健康
子どものストレス
収入の減少
子どもの奨学金の借り入れ
住宅のこと
養育費取得
失業、 求職
物資の不足
借金の返済
相談する人がいない
その他
特になし
虐待

【コロナ禍での不安や悩み】
生活費 34.7％

子育て・教育
（子どもの将来含む）
29.0％

新型コロナウイルスの感染
22.5％

仕事 13.8％
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【自由記述より】
・ コロナの影響で失業し世帯収入０円になりました。 新しい仕事探しも５０近いひとり親には厳しいです。
・ 長女が私立高校に入学するため金銭面で不安があります。
・ 上の子どもの大学進学を控え、 教育資金が足りるのか心配で仕方がありません。 資金不足のため、 選択肢が狭まってしまわないだろうか心配です。
・ 今年の２月から生活保護を受給しております。 コロナ禍もあり、 勤務先も残業禁止で、 収入も減ってしまいました。
・ うつ病で休職、 退職となり、 少しずつ働き出していますがコロナの影響を受けて仕事が減り、 生活がとても不安定になってしまいました。
・ コロナにより全体の仕事量が減り、 このまま雇用継続が続くか不安。
・ 個人のクリニックに勤務しています。 コロナの影響でコロナ以外の患者数が激減し、 給料が下がりボーナスもカットしている状況です。
・ 養育費調停をしたが、 それでも養育費の振込がなく、 生活が不安。
・ 主人が７年前に他界し、 中一の娘が不登校になり、 精神的に不安定になってばかりで、 パート先でも学校に行ったか不安でミスをしてしまう毎日で、
つらいです。
・ 給食費が無料だが、 コロナで休校にされると昼御飯代もかかるし、 昼御飯を用意して仕事に行かないといけないから家事の負担が増えるので休校に
ならないか不安な日々です。
・ 入院、 手術後で休職中です。 収入が大幅に減り大変です。 コロナに感染したら重症化のリスクもあるため不安です。
・ 今年はコロナ感染してしまい、 とても辛かったです。 今までシングルでやってきていろいろ本当に
大変でした。 まだ体調は戻っていませんが、 また感染したら仕事も生活もどうなるかと思ったら不安です。
感染予防しっかりしていきます。
・ ２か所の仕事で何とか生活しています。 子供のためにも頑張る !
・ コロナの影響で勤務先の業績が悪化し、 ２０２０年４月より休業体制が継続しており、 収入も減少したままです。

あとがき
【コロナ禍で更に辛い想いをしているひとり親家庭アンケート結果報告】
（タイガーマスク 「スマイル BOX」 申し込みのひとり親に調査５４２世帯）
国の統計などに等しく、 「契約社員や非常勤 ・ パート ・ アルバイト」 の
非常勤雇用の割合は６割弱を占め、 不安定な雇用形態のひとり親が多い
ことがわかります。
未曾有の災禍の中、 第１回目のアンケート調査からも分かるように、 経
済が止まると真っ先に、 不安定な雇用形態の者に影響が出たようで、 「仕
事がなくなった ・ 仕事が減った」 が５割を占め、 「収入がなくなった ・ 収
入が減った」 が６割を占めるという悲惨な状況となっていました。 今回
第 4 回目のアンケート調査では、 長引くコロナ禍で、 状況は改善されず、
「仕事がなくなった ・ 仕事が減った」 が５割を占め、 「収入がなくなった ・
収入が減った」 が６割強を占めるという悲惨な状況となっています。
仕事が減ったり、 収入が減ったりの世帯が多く占める中、 出費が増え
たが８割ありますので、 コロナ禍で、 困窮度が更に増しているひとり親
家庭が多いことが読み取れます。

また、 自由記述から考察するに、 仕事のこと、 子どものことや生活の
ことで辛い想いをしている方々が大変多いと推察されます。 相談する人
が身近にいない。 等の自由記述もありますので、 今後益々ひとり親家庭
の相談窓口の機能強化に努めていきたいと考えております。
第７波の予兆が見え始めていますので、 コロナ禍終息はまだまだほど
遠く、 収束にも時間がかかる状況にあると思われます。 今後とも愛知県
母子寡婦福祉連合会としましては、 職員一同、 感染対策に充分配慮して、
学びの機会をなくさないように、 就業支援講習会始めセミナー研修会を
始め、 養育費相談、 法律相談、 就業支援、 就業相談等の各種相談や、 「今
後の困りごと」 に対しても、 アンケート結果を踏まえて、 寄り添い型支
援を強化していきたいと思っております。
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『倍田白ゆり米』 稲刈り体験
お天気にも恵まれ『倍田白ゆり米』稲刈りを楽しみました。
子ども達もママも稲刈り初体験です。 軍手して、 片方の手
で稲の束の中ごろを握って、 利き手に鎌を持ち、 ゴリゴリ
ゴリと手前に引くと、 上手く稲刈りができました。みんな
大喜び笑顔倍増でした。
モミからお米を取り出して、 採れたてのお米をムシャム
シャ。こちらも初体験です。 美味しい！美味しい！って更
に明るい笑顔になっていました。
『倍田白ゆり米』 は、 笑顔も倍増させます。
コンバインを運転する杁本 健一さん、 子ども達が見惚れ
てました。 稲刈り体験と共に、 農業のお仕事を学ぶ機会
にもなりました‼

みんな揃って 「ハイ！ポーズ！」

杁本健一さん、 田植えから稲刈りまで、 草刈り、 成長の
都度のお世話を本当にありがとうございました。
松岡篤史さん、 素敵な企画の発案をありがとうございま
した。 新米 『倍田白ゆり米』 が届くのも楽しみにしており
ます。
NHK お昼と夕方のニュースで放映されました。また、
中京テレビでも特集で放映されました。

これを脱穀するとお米になるよ

広い田んぼにたくさんの稲がありました

企画発案者 松岡さん
ひ と り 親 家 庭 の 親 子 に 「お 米 と 田 ん ぼ」 を 通 し て、
笑顔を倍増させたいと思いこの企画を発案し 『倍田』
と命名しました。
就農家 杁本さん
田んぼを通して農業の大切さを知ってほしいと思って
います。

ピカピカのおにぎり、 おいしそう！

コンバインで一気に刈り取り

山本局長 田中ご住職 杁本さん 松岡さん

この中にお米が入っているの？

たくさん刈れたよ

取材を受けて緊張しちゃった

うまく答えられたかな
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協賛 田中ご住職
子ども達に笑顔を届けたいと思い、 松岡さんの企画に
賛同しました。

『ひとり親家庭の子どもたちへ食品を！』 〜グランパス SDGs アクション〜

令和４年３月９日 （水） サンキューの日、 愛知母子福祉会館１階会議室にて３回目の 『フードドライブ』 食品贈呈式セレモニーがおこなわ
れました。
グランパコちゃん、 贈呈ありがとうございました。感謝状もお渡し出来ました。ありがとうメッセージもお渡しできました。
更に、 贈呈式終了後から、 名古屋グランパス / Nagoya Grampus 職員、 ボランティアさん、 松永製菓の皆さんと梱包作業を行い、
２００個のスペシャルな 『スマイルBOX』 が完成しました。 皆さんの温かいご厚意も添えて贈らせていただきます。
名古屋グランパスさん、 グランパスボランティアの皆さん、 セカンドハーベスト名古屋さん、 松永製菓の皆さん、 ありがとうございました。
☆名古屋グランパス様は、 認定 NPO 法人セカンドハーベスト名古屋様、 及び、 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会様と連携の上、
家庭で余っている食品を集めて寄付する 「フードドライブ活動」 を実施してくださっています。
フードドライブは、 子どもたちの支援と食品ロスの削減に繋がる、 「もったいない」 を 「ありがとう」 に変えるどなたにも参加いただけ
る社会貢献活動です。

コロナ禍で更に辛い想いをしているひとり親家庭に 『スマイル BOX』 （4,562 世帯 / 年）
新型コロナウイルス感染拡大という未曾有の災禍は、 平常時から経済面、 生活面で大変なひとり親の不安定な就労が
雇用や収入の確保に直接的な打撃を与えました。 長引くコロナ禍の中、 第 6 波が蔓延すると、 子ども達に感染者が増え、
保育園、小中学校、高校などでも、学級閉鎖や休校が相次ぎ、家計や栄養摂取を脅かしました。 当母子・父子福祉センター
に、 「失業した」 「子どもが休校のために働きに行けない」 「収入が激減した」 「濃厚接触者になり働けない」 などの相
談が更に多く入るようになりました。
当法人の社会貢献として、 コロナ禍が深刻化しつつあった一昨年の４月より開始した、 『スマイル BOX』 も更に期待度と重要度が高ま
りました。 『スマイルBOX』 は、段ボールに、お米や食料品、日用品、衛生用品などを詰め合わせた、支援 BOX で、届いた箱を開けた時に、
少しでも笑顔になって貰えたらとの願いを込めて名付けたものです。
送料だけでも多額になり、 法人独自予算でどこまで支援が継続できるか不安でしたが、 温かいご厚意の寄附金のご寄贈、 お米、 食料品、
日用品、 衛生用品のご寄贈により、 令和 3 年度もお陰様で継続することができています。
１年間で 4,562 （一昨年の４月からは 8,049 世帯） 世帯の辛い想いをしているひとり親家庭に 「スマイルBOX」 をお届けすることが
叶いました。 令和 3 年度は、 名古屋樟ライオンズクラブ様、 中央共同募金会様、 株式会社東海製作所様、 名古屋グランパス様、 善意の
タイガーマスク様、 山本秀男様の温かいご厚意のご寄附により、 『スマイル BOX』 のお届けが叶いました。 そして、 裏表紙の 『スマイル
BOX』 ご寄附一覧の多くの善意ある方々の温かいご厚意が重なり実現できていることを申し添えておきます。
また、 多くのボランティアの皆様、 Wits メンバーの皆様、 チャリティサンタ名古屋の皆様、 名古屋グランパスボランティアの皆様、
松永製菓ボランティアの皆様、 株式会社パソナのボランティアの皆様の梱包作業のお力添えがあり継続が実現できています。
本当に皆々様の温かいご厚意に心より深く感謝しております。
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入学おめでとうございます♡ 『ランドセルプレゼント』

社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会公式 YouTube チャンネル

『白ゆりちゃんねる』 ＜新入学児童お祝い編＞

（他にも色々アップしていますので見てくださいネ！！）
新入学児童とご家族様、 おめでとうございます。

ひとり親家庭新入学児童と、 そのご家族に贈る動画 YouTube 「白ゆりちゃんねる」
日頃は八事日赤病院でホスピタルクラウンとしてご活躍のボッチアダムスさんとゆかいな仲間が
お祝いのマジックショーやイリュージョンをご披露してくださいます。
是非ご覧ください。
新入学児童以外の皆様も楽しい動画ですのでご覧いただき一緒にお祝いしてくださいね。
https://youtu.be/iZUiIN0uN0M
活動や職業関係、 ひとり親家庭に明るい笑顔と元気を届ける情報もお伝えして
いきますので、 社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会公式 YouTube チャ
ンネル 『白ゆりちゃんねる』 の登録をどうぞ宜しくお願いいたします！
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学習会はお互いを尊重できる安心感のある居場所

学習会卒業生で学習会サポーターである 2 人に、
学習会に対する想いや後輩へのメッセージを貰いました！！

学習会が自分の味方である第三者であることを知ってほしい
学習会サポーター （学習会卒業生） 国立大学医学部 Ｒさん
中高生の歳 ( 特に中学生 ) だと、 当たり前に自分の世界が家と学校だけだと思ってしまいがち。 でも、 それは正しくない。
私は基本的に、 家庭に問題があったので、 家にいたくなかった。 そうなった時に家以外の場所は学校しかなくなってしまう。 けど、 たとえ週一
回でも学習会という別の世界があったから、 なんとかやっていけていた面もあると思う。
当時は何か問題があった時に、 学校ではいつも解決するように教えられてきて、 それが当たり前のこととして染み付いてしまっていたから苦
しかった。
大学生になり、 世界が広がって、 家と距離を置くようになって、 気づくことがたくさんあった。
１つは、 世界はもっと広くて、 外に目を向ければ違う景色があるということ。
それに気付くことができて、 当時の自分や家の問題について客観的に捉えられるようになった。
学習会に通っているみなさんにはそれに気づいてほしい！！
当時の私は気付けなかったけど、 学習会が自分の味方である第三者であることを知ってほしい！！
もう 1 つ気付いたことは、 問題を解決しようと奮闘することが常に得策とは限らないということ。
今の自分には手に負えないと思ったら、 一旦距離を置いてみることも効果的です。
繰り返しになってしまうけど、 学習会というところまで自分の見えている世界を広げてみる、 頼ってみることで、 実際に問題を解決できなく
ても、 考え方の面で楽になれるかもしれない。

自分に目を向けて、 自分についてしっかり分析してみてほしい！～学習会生徒から学習会サポーターになって～
学習会サポーター （元学習会卒業生）Ｔさん

令和 4 年私立大学理工学部合格

学習会の卒業生で現在はサポーターとして勤めている者です。
年度末で、 これから生活が一新する生徒に向けて言葉を贈る機会を頂きましたので書かせていただきます。
私自身はまだ成人もしておらず不束極まりない者で生徒との歳の差も微々たるものでありますが、 その僅かな年齢差のうちに経験してきたこ
とから、 ひとつ皆さんにお伝えしたいと思います。
自分に目を向けて、 自分についてしっかり分析してみてほしいということです。
私は、 常々自分の人生は好きなように生きたいと思っています。 なぜなら、 それが幸せの正体のひとつだと考えているからです。
私は好きなように生きること、 それを達成するためには、 自分に目を向けることは欠かせないと考えています。
されるがままに生きることとは違います。

好きなように生きるとは、 流

自分がしたいもの、 やってみたいもの、 なりたいもの、 そのような目標を意識して生きること、 それが好きなように生きるということに繋が
ると考えています。
その目標を定めるために、 自分を見つめてほしいと思います。
私自身は中高生の時に気付けませんでしたが、 学校というのは、 やはりその性質上、 閉鎖的な環境になりやすいものです。
皆が、 同じことを同じように同じ時間を使って過ごすという特性があるからです。
皆さんが人生に於いて最も多くの時間を過ごすことになるのは学校ではありません。 学校とは比べ物にならないほどこれから広い世界が待っ
ています。
広い世界では皆が違うことを違うように違う時間を使って過ごしています。
皆さん、 それぞれ同じでなくていいのです。
これからの広い世界に向けて、 好きなように生きることについて考えてほしいのです。
完璧でなくて構いません。 見つからなくても構いません。 まずは、 ほんの些細なことでいいので、 一歩踏み出してほしいのです。
ぜひこの機会に、 自分についてたくさん考えて知ることを試してみてください。
皆さんの人生に幸多からんことを願っています。
学習会卒業生が学習会サポーターになるという素敵な連鎖に加え、
想いの詰まったメッセージに運営者としても感動しています。

講習会を受講して
仕事に役立つパソコン講習
仕事でパソコンを使った事がなかった私が初級、 中級、 今回と講習を受講しました。 全く意味が分からず、
正直毎週へとへとでしたが、 今は講習を聞いていても分かるレベルになりました。 初めて仕事で習ったこと
を実践できた時は感動しました。
今はまた就活の日々ですが、 今回習得した関数が仕事で活かせたら良いなと思っています。 面接のときに
自分の強みでアピールできるよう忘れないよう復習をしたいと思っています。
コロナもあってなかなか人が集まって勉強するのも考えますが、 自分一人じゃないと思うと励みになるので、
今回の講習が受講できて本当に良かったです。

登録販売者講習

登録販売者講習を受けて感じた事は、 普段生活する上での知識が豊富になったと思いました。
今まで間違っていた知識や知らなかった事などが多くて、 毎回充実した授業でした。 そしてひとり親の方ばかりのク
ラスだったので、 日々の悩みや子供の悩みなど相談や共感してもらえた事もあり大変貴重な時間を過ごさせていた
だきました。
受講のきっかけは娘が高校一年生から薬学部を志望していたので、 一年生より大学のオープンキャンパスに何度も
行ったことで私も薬に興味を持ちこの資格を知りました。 娘は大学合格し春から薬学生です。
今後は娘が学んだ知識も共有し、 講習した知識にプラスになれたらいいなと思います。 ありがとうございました。
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ご寄附ご寄贈賜り誠にありがとうございました

（敬称略 ・ 順不同）

寄附金

食事提供

国際ソロプチミスト名古屋
（株） ユキ商事
代表取締役 松下幸生
（株） 東海製作所
代表取締役 丹羽雄二
名古屋南ロータリークラブ
山本秀男
江南山 諦導寺
鈴木敦志
手打ちそば花がたみ
花がたみ
三澤逸人
（株） ALIVE
総合格闘技道場 ALIVE

松田ひろこ
名古屋葵ライオンズクラブ
名古屋樟ライオンズクラブ
名古屋サウスライオンズクラブ
名古屋緑ライオンズクラブ
名古屋名南ライオンズクラブ
中部食糧 （株）
日本コミュニティケア （株）
橋詰蔦子
フクシマガリレイ （株）
FMS 事業部 林秋光
オークランド観光開発 （株）
専務取締役 松永尚忠
（株） ベストハウス

愛西市母子寡婦福祉会
髙橋征喜
濱裕子
林正比古
本田泉 チョウエイレイ
岩田五郎
マキダユウヤ
酒井克彦
谷口節子
伊藤泰子
前川可奈子
シーシーエスコーヒー （株）
藤田千夏
（特非） イエローエンジェル

（株）ＪＵＭＰ ＬＡＢ
フジパン （株）
（株） アンプリライブ
ＴＡｉＳＥｉＫＡＮ
（株） kids heart プロモーション
「誰かのために」 プロジェクトチーム
ふぁみりーあったか保健室
（One Nurse）

心似顔絵塾
愛知室内オーケストラ
松岡篤史
杁本健一
諦導寺
チャリティサンタクラブ名古屋

焼肉のあわ座
レスト K ヤマウチ
うなぎの有本
うなぎ家比呂野
焼肉福

公演 ・ イベント ・ 体験
（福） 愛知県共同募金会
（公財） 名古屋市文化振興事業団
（福） 中日新聞社会事業団
名古屋港冬花火実行委員会
スマイルピースコンサート実行委員会
（株） 名古屋グランパスエイト
総合格闘技道場ＡＬＩＶＥ

スマイル BOX

諦導寺
（公財） 杉浦記念財団
白川沙織
浦野雅子
竹内秀明
飯田容子
佐橋ゆき
UKIBENA

地域クリエイティブプロジェクト
着付け教室 「ふぇりちた」
花ギャラリーめぐみこ

（株） フジドリームエアラインズ
（特非） フローレンス
（株） 名古屋グランパスエイト
総合格闘技道場ＡＬＩＶＥ
（有） 串タツ
（株） 遠州屋
ハジメ産業 （株）
（株） マルト水谷
中部食糧 （株）
（有） 竹堂園
中部トーハン
山川和彦
中日物産 （株）
日新＆クリエイティブ 21
（社福） 中央共同募金会
（宗） 日本バプテスト連盟
（株） ハーツ
（株）ＳＰ
災害復興チーム 「ＤＲＣＴ」
山本秀男
萬青果 （株）
（株） ネオナチュラル

（特非） フェミニストサポーター東海
（株） Ｊ－オイルミルズ名古屋支社
（一社） 手作りコスメ協会
ｃｏｏｋｉｎｇ ｎａｎａ
さそり屋
（社福） 中部善意銀行
有本和代
森安美月
（株） スギ薬局
（株）ＪＵＭＰ ＬＡＢ
ＦＯＲ ＯＵＲ ＣＨＩＬＤＲＥＮ
（株） 玉越
（株） ＯＳＤ
松印製音所 松ケ下宏之
ＫＩＭＥＮＡＩＴＯ
銀座ステファニー化粧品 （株）
（株） 柳風水野商店
トヨタ産業技術記念館
（特非） ｃａｒｅ ｎａｔｉｏｎ
エステーＰＲＯ（株）
Wits 代表 伊藤麻美
Wits 森田亜弓

Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits
Wits

千田ゆかり
米満千佳代
松井なおみ
樋口さかえ
田中めぐみ
竹内美樹
時任晴江
河本やす代
西智彦
山下孝之
日野妙子
渡邊洋子
螺澤富江
三浦真弓
長瀬顕一郎
原田愛
勝見奈保子
佐次田磨紀
畠山匡子

中日本興業 （株） 興行部
名古屋 MK タクシー （株）
（株） 名古屋グランパスエイト
（株） ドリテック大阪支店
日本ガイシ （株） 総務部総務グループ
（株） 竹中工務店 名古屋支社
日本出版販売株式会社
日本ゼネラルフード （株）
木下 良成
餃子の王将
中嶋 洋
杉浦 幸江
ロクシタンジャポン

愛知県労働者福祉協議会
NTT ビジネスソリューションズ （株）
愛知淑徳中学校 ・ 高等学校 JRC 部 宮島 彩
さつきフード 大原三矢子
（株） 包む
チーカス （株） 代表取締役 宇佐美 太郎
K のキンパ 三谷 洋一
（株） さんわコーポレーション
（株） コカ ・ コーラボトラーズ ・ ジャパン
富田祥子
田中尚己
日立金属 （株）
フードバンク愛知 （株）

日本コカ ・ コーラ （株） 守山工場
（株） トヨタシステムズ
トヨタファイナンシャルサービス （株）
全国食支援活動協力会
一般社団法人日本海老協会
NTT 西日本
トヨタホーム愛知 （株）
トヨタ自動車 （株）
ドミノ ・ ピザ
ひろぴーファミリー

（母子支援施設）

愛知県共同募金会
（株） オールドリバー
愛知時計電気 （株）
（株） 大和証券グループ
（株） 東芝中部支社
協同組合サポートスタッフ
東海アイスクリーム協会
名古屋食肉三水会協同組合
中部善意銀行
（特非） セカンドハーベスト
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ （株）
三菱ふそうトラック ・ バス （株）
名糖産業 （株）

編集
後記

中部フィルハーモニー交響楽団

（食料品 ・ 日用品 など）

（特非） セカンドハーベスト名古屋
（特非） 全国こども食堂支援センター
むすびえ
（特非） フローレンス
（特非） おてらおやつクラブ
名古屋樟ライオンズクラブ
愛知子ども応援プロジェクト
（一社） こども宅食応援団
（株） 東海製作所
（有） 木曽岬農業センター
（株） 龍の瞳
カネハツ食品 （株）
教西寺
久遠寺

寄贈

ボッチ ・ アダムス

アソブンジャー
豊通ファイティングイーグルス名古屋

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。

