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総会報告

平成 30 年 5 月 13 日（日）ほほえみ館 視聴覚室において、平成 30 年度総会並び
に研修大会を開催しました。当日は、多くの来賓の方々もお越しいただけました。
研修大会では、臨済宗南禅寺派 円通院住職 於保智広先生を講師としてお招きし、
「迷惑をかけて生きる」と題して、講演をしていただきました。於保先生を含め、南
禅寺派佐賀県協会主催で行われている「少年禅の集い」の経験を通して、禅の体験や
学ぶことではなく、禅の教えでもある普段の生活のありがたさを感じてもらう目的で
行っていることをお話しくださいました。

会長

久米幸子

佐賀市社協会長

石丸義弘様

参議院議員

山下雄平様

佐賀市長代理

藤田基明様

佐賀市議会議長代理

佐賀葉がくれ LC 緒方芳信会長・高祖幹事・井手次期幹事

円通院住職

於保智広様

母子・父子会員限定：ひとり親家庭の新小学１年生へのランドセル贈呈
贈呈対象は、地区の会員となり地区の活動に積極的に参加すること及び
多年にわたり会員となることを条件に、翌年度から小学１年生となる子
どもへランドセルの贈呈をしております。大阪かばん協会様をはじめ多
くの方々のご理解とご厚意により、ひとり親家庭にとって、入学準備負
担の軽減になっています。
申込・問合せ

佐賀市母子寡婦福祉連合会 事務所
TEL・FAX：０９５２－３２－２４８９
E-mail：s-cosmos@alto.ocn.ne.jp
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研修報告

親子料理教室
平成 29 年 6 月 18 日（日）ほほえみ館 健康料理講習室において、
ひとり親家庭を対象とした親子料理教室を開催いたしました。講
師に佐賀市食生活改善推進協議会 会長 原田洋子先生をお迎
えして、麦ごはん、味噌マヨホイル焼き、中華スープ、にんじん
ドレッシングサラダ、フルーツヨーグルト寒天の 5 品を調理しま
した。38 名の参加があり、親子で楽しく調理をしました。参加
者からは「自宅でもまた親子で作りたい」との声もありました。

布を使ってのものづくり
平成 29 年 7 月 30 日（日）ほほえみ館 ボランティア室において、寡婦
（一番下の子どもが 18 歳以上のひとり親家庭の母親）とひとり親家庭
の親（一番下の子どもが中学生以上の親限定）対象として、ほっこりハ
ンドカバーづくりを開催いたしました。講師に原本みきこ先生をお迎え
して、毛糸の手編みでハンドカバーを編みました。20 名の参加があり、
最初の編み始めは大変でしたが、後は楽しく作ることができました。

1 日ファミリーデー
平成 29 年 9 月 3 日（日）唐津市西の浜及び東の浜において、葉が
くれライオンズクラブの皆様の主催で行われ、141 名の参加があり
ました。
バスの中ではライオンズクラ
ブの方のゲームやお話で楽しく
過ごし、佐賀県遊技場協同組合
様から頂いたお菓子を頂きました。
地引網でたくさんの魚が取れ、子どもは SUP を体験する
ことができました。スイカ割りなどのレクレーションも楽
しみました。取れた魚は参加者で分けて持ち帰りました。
参加者からは「一人では連れて行けないところに行け、う
れしいです。」
「海がきれいで、たくさん食べられた。」な
ど、感謝と楽しんだとの声が多くありました。

クリスマス会
平成 29 年 12 月 9 日（土）にひょうたん島公園で、クリスマス会を
行いました。ひとり親家庭の子どもを対象として、21 人の参加があ
りました。プレゼントを入れるくつしたをカ
ラフルな紙で作り、その中に佐賀県遊技場協
同組合様から頂いたお菓子をプレゼントと
して入れました。毎年恒例のチキンライスの
クリスマスランチ、プレゼントがもらえるビンゴ大会、グループでケ
ーキのデコレーションをして、楽しい１日を過ごしました。
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親子ふれあいサロン りんご狩り
平成 29 年 10 月 22 日（日）にマルヤスりんご園で、りんご狩りを行う予定でしたが、台風の
ため中止しました。

日帰り研修
平成 29 年 10 月 29 日（日）に寡婦を対象として、柳川市での日帰り研修を行う予定でしたが、
悪天候のため中止しました。
ちょっと役立つかもしれない情報

ひとり親家庭の学習支援 生徒募集中
佐賀県から受託を受けた佐賀県母子寡婦福祉連合会では、
ひとり親家庭の小学生・中学生を対象とした学習支援事業を
行っております。
学習支援ボランティアが少人数でていねいに一緒に学習に
取り組むことで、学習習慣が身に付き、勉強が楽しくなること
を目標にしています。
時間など
週１回、２時間程度
料金

無料
※テキスト等の配布はありません。各自学習する道具をご持参ください。
佐賀市内は、４か所で行っています。

学習場所・
時間

・火曜日

ほほえみ館３階

ボランティア室

・水曜日

アバンセ４階

・金曜日

新栄公民館 大会議室

・土曜日

佐賀県ひとり親家庭サポートセンター

第１研修室 B

18：00～20：00

18：00～20：00

18：00～20：00
13：30～15：30

学習塾と学習支援は同じものですか？
違うならどんな所が違いますか？
小学生と中学生では、学習支援内容が違いますか？
高校受験もあるし・・・。
学習塾は学力向上を目指して指導を行っている所が多い
と思いますが、学習支援では「子ども自ら分からないこと
を学ぶことをサポート（＝支援）する」ことを目的にして
います。
そのため、小学生の低学年では、まずは学習する習慣を身
につけることから始めます。中学生は特に受験を見据え、
子ども自身で何を学ぶか考え、学習支援ボランティアのサ
ポートを受けながら、学習に取り組んでいます。

申込・問合せ

一般財団法人 佐賀県母子寡婦福祉連合会
学習支援ボランティアコーディネーター
電話：0952-97-9767 FAX：0952-31-8064
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行事予定

日時
7 月 29 日（日）
10：00～14：00

場所
ほほえみ館 3 階
健康調理室

対象

ひとり親家庭の親子

行事内容

親子料理教室
１日ファミリーデー

9 月 2 日（日）

ひとり親家庭の親子

10 月 14 日（日）

寡婦の会員

主催：
佐賀葉がくれ
ライオンズクラブ

寡婦研修

●ひとり親家庭の親子

11 月 4 日（日）

佐賀市三瀬村

12 月 8 日（土）

ひょうたん島公園

●一番下の子どもが中学生
以上のひとり親家庭の親
親子ふれあいサロン：
りんご狩り
●寡婦
(一番下の子どもが 18 歳以
上のひとり親家庭の母親）
母子・父子の会員

クリスマス会

≪最新の情報は、
佐賀市母子寡婦福祉連合会のウェブページでご確認ください≫
ホームページアドレス（URL）
：
https://www.sagaboren.com/各地区について/佐賀市/

平成 30 年度

会員募集中

佐賀市母子寡婦福祉連合会ってどんな会？
母子寡婦福祉連合会はひとり親家庭および寡婦の福祉の向上を図ると共にその健全な発展
を目的とした全国組織の団体です。
全国組織の団体で、昭和 25 年に戦争未亡人を中心として発足し、「わが幸はわが手で」の
モットーのもと、母子家庭等のひとり親家庭の生活安定にかかせない児童扶養手当をはじめ、
母子家庭等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。そして現在も、ひとり親家庭や寡婦のかき消されてしまいそうな小
さな声を集め、大きな声として、法や政策へとつなげてきている実績のある団体です。
佐賀市母子寡婦福祉連合会では、研修会やレクレーションを通して情報交換や親睦を深め
る場を企画・実施して、会員それぞれの「幸せ」を支える活動をしています。
まだ会員ではない方は、ぜひ会員となっていただき、あなたの声をお聞かせください。
年会費は 1,000 円です。入会いただくと、佐賀県及び佐賀市の母子寡婦福祉連合会会員と
なり、佐賀県及び佐賀市の研修やレクレーションのご案内をいたします。
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