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東日本大震災から５年となり、当地方も住宅再建や災害公営住宅の
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白 百 合

完成等、復興が進み、被災された方々もようやく新しい生活が始まろ
うとしています。会員の減少や高齢化等様々な課題を抱えながらの活
動ですが、２７年度は開催地が松島町という利便性もあり、東北・北
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海道地区母子寡婦福祉研修大会に１７名も参加することができ、交流
を深め意義ある研修をすることが出来ました。

会長挨拶

畠山

こずゑ

１１月には「ひとり親家庭交流ボウリング大会」を地元紙等で公募

早春の候、御清祥のこととお喜び申し上げます。今年は、異常気候で梅も桜も去年より

し、会員以外の２組の親子の方々と、震災により新しく建替えたボウ

早く咲きそうでございます。皆様方もお元気で、地域の活動を始めていらっしゃる事と存

リング場で和やかで楽しい時間を過ごし、参加された皆に喜んで頂く

じます。平成２７年度は、東北・北海道ブロック研修大会、県大会、全国大会などで、役

ことができました。

員の皆様はじめ、会員、事務局の方々には、並々ならぬご苦労とご協力下さいまして本当

１月には「新春交流会・研修会」を開催し、菅原茂 気仙沼市長から

にありがとうございました。微力な私を支え、助けて下さいまして無事終了する事が出来

「気仙沼の復興について」と題してのご講話を頂き、市長様のまちづ

ました。心より厚く御礼申し上げます。

くりへの熱い想いを聴くことができて本当に感謝でした。

早いものです。今年で震災５年目を迎えますが、全国の母子会より多大なご支援や励ま

又、２６日には松島の大会での決議文を受けて、あらためて市長、

しのお言葉などいただき、勇気と元気、生きる力を持つ事が出来ました。本当に頭がさが

市議会議長に要望書を提出し、ひとり親家庭への更なる支援、子供達の健全育成、福祉の向上尚一層のご理解、

ります。 私達母子寡婦は、その好意と真心に感謝し、報いるためにも力を合わせ前進して行きたく存じます。

ご尽力を賜るようお願いを致しました。会員の増加が難しい等まだまだ多くの課題はありますが、心を合わせ

移り変わりのきびしい時代の中で、先人の志を受けつぎ、原点にかえり、色々な諸問題を話し合い知恵を出して、

知恵を出し合い「わが幸はわが手で」を心にしっかりと刻みながら、会としての歩みを強めていきたいと思いま

母子寡婦・父子の幸福の為に、全国の母子会と手をつぎながら子供達の為に、明るく元気で笑顔を持って生きて

す。

行きましょう。
・・・白百合のように・・・

………………………………………………………………………………………………………………………………

皆様方のご健勝と御多幸を祈念し、就任のごあいさつとさせていただきます。

新会長・副会長の御紹介
本プレゼント
当連合会の独自事業として本プレゼント事業を行い、９月２５日に厳正な抽選をし、各３名の方が当選しました。

＊７月５日（日）選任

会 長

畠山 こずゑ（大崎広域母子福祉連合会会長）

副会長

引地 淑子 （仙台地方母子福祉連合会会長）

副会長

笹木 まち子（角田市母子福祉会会長）

新理事の紹介

１

「親力」 ３６５日・・・

２

「クッキーとビスケットの本」

水戸 ちい子（仙南地方母子寡婦福祉連合会）

引地 淑子 （仙台地方母子福祉連合会）

それぞれ当選者には、９月末に発送しました。

昆野 牧恵 （気仙沼市母子寡婦福祉連合会）

髙橋 節子 （白石市母子寡婦福祉会）

相澤 郁子 （名取市母子寡婦福祉連合会）

八木 しみ子（登米市母子福祉連合会）

春成 節子

事務局紹介

（敬称略）

＊６月２８日（日）選任

(栗原市母子寡婦福祉連合会）

川元 正江 （多賀城市母子福祉会）

金山 末子 （女川町ひとり親家庭福祉会）

笹木 まち子 （角田市母子福祉会）

畠山 こずゑ（大崎広域母子福祉連合会）

森

久美子 （県

母子部長）

評議委員の紹介（敬称略）
宮城県母子福祉連合会事務局を御紹介します。

編集後記

根本 恵子 （塩竈市母子寡婦福祉会）

太宰

和枝 （白石市母子寡婦福祉協会）

昨年は、東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会

三浦 さき子（南三陸町志津川母子福祉会）

万波

孝子 （仙南地方母子寡婦福祉連合会）

事務局長

米山 健司

では、会員の皆様にご協力頂き、無事終了すること

鈴木 栄子 （仙台地方母子福祉連合会）

福田 玲子 （大崎広域母子福祉連合会）

庶務経理担当

小野寺廣枝

が出来ました。事務局一同感謝申し上げます。

清水 つや子（栗原市母子寡婦福祉会）

菅原 暢子 （登米市母子福祉連合会）

就業支援担当

鈴木 莊市

又、母子会活動の寄稿をお寄せ頂きありがとう

菅原 ゆり子（本吉町母子福祉会）

鈴木

講習会担当

菅野 光枝

ございました。引き続き募集をしておりますので、

日曜電話相談

増川 優子

地区の様子をお寄せ下さい。次回の事務局だより

舩山 榮子 （仙南地方母子寡婦福祉連合会）

でご紹介したいと思います。

森内 真人 （ＹＡＣ税理法人）

よろしくお願いいたします。

監事の紹介

（敬称略）
菅原 茂子

役員の皆さんよろしくお願いいたします。
６

和子 （仙台市）

１

（気仙沼市母子寡婦福祉連合会）

「白石市母子寡婦福祉会」

会長 太宰 和枝

白石市母子寡婦福祉の２７年度活動状況について。

９月５日（土）
、６日（日）松島町ホテル松島大観荘において、
「地域と共生、拓こう活動の輪」をテーマに研修大会が開催され、
総勢５４３人の参加者のもと、盛会裡に終了しました。

……………………………………………………………………………

現在、会員数は３１名となっており、以前は母子部会・寡婦部会と分けて活動していましたが、現在は寡婦
部会のみ活動しています。役員構成は、会長１名・副会長２名・理事３名の構成となっております。
現状の問題点は、会員の高齢化や新規加入者の減少が問題視されます。各種事業を通じ白石市の母子・寡婦
家庭の生活向上や福祉分野の活性化を目標としております。

行政説明
厚生労働省 家庭福祉課母子家庭等

平成２７年度の活動状況、

自立支援室長 川鍋慎一氏に、今後の方向性について

二か月に一度役員会を開催し、団体の取組について話し合っております。

説明を頂きました。
来年度より、ひとり親家庭等の支援が大きなステップの
年になるとのお話しがありました。
「子どもの貧困対策会議」

平成２７年４月２４日 白石市ふれあいプラザにて「平成２７
年度 白石市母子寡婦福祉会総会」を開催しました。
記念講演「生活不活発病について」

で、２つの方向性が取りまとめられた様です。
１ ひとり親家庭、単身世帯の自立支援プロジェクト

講師： 白石市地域包括支援センター所長 小室 たか恵 氏

２ 児童虐待防止対策強化プロジェクト

参加者 １２名

どの様な制度になるのか見守りましょう。

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

平成２７年度５月７日 仙台市宮城県青年会館にて、
「各地区母子
福祉団体会長・部長・事務局担当者合同会議」へ参加しました。

研修討議

参加者 ２名

１ 活かそう自立支援対策 目指そう正規雇用
発表者 東田安奈（札幌市） 引間由実子（青森県） 渋谷朝美（山形県）

平成２７年６月１７日 白石市特別養護老人ホーム八宮荘にて、
ボランティア訪問を行い、入所者の誕生会のお手伝いや歌を披露

２ 母子と寡婦 未来につなぐ世代の輪
発表者 山森麻紀（北海道） 西村明美（秋田県） 佐々木まり子（岩手県） 川向まみ（宮城県）

させていただきました。
参加者 ７名

上記テーマで、各県代表者に発表していただきました。
ひとり親ゆえの子育てや、就労の大変さ、周囲のサポートを

平成２７年９月５日〜６日

松島町 ホテル松島大観荘にて

得ながら乗り越えられたこと等の発表がありました。サポー

開催された「平成２７年度

ト頂いた分これからは、サポートして行きたいと心強い言葉を

福祉研修大会」へ参加いたしました。

頂きました。

第５９回東北・北海道地区母子寡婦

参加者 ７名

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
.

平成２７年１０月４日 白石市ふれあいプラザにて「２０１５

講

演

ひとり親家庭就職・転職等支援出前セミナー」を開催しました。

「活き、生き、にっこり、１００歳目指して！！」

講師：有限会社キャリアコム 代表取締役 黒田 敬子氏

社会福祉法人 南郷福祉会理事長 西澤 優李子氏より、ギターを奏でながら講演を頂きました。

参加者 １５名

元気で生きるための３つの自立
平成２７年１１月４日 白石市母子寡婦福祉会会員交流会を開催し、

１

精神的自立（物事を自分で決める）

２

社会生活の自立（自分らしく、我が意のままに活き生き生きる）

会員同士の交流を深めるとともに、日頃の悩みや問題点等を参加者で

３

経済的自立（自分の年金は自分で使う）

話し合いました。

最後に、意にそぐわないことは、にっこり笑って「ごめんなさい」と
言って自分をセーブしていく。２０年後、３０年後、どのような社会に

目的地：仙台うみの杜水族館・鹽竈神社等
参加者 １７名

なるのか、ユーモアたっぷりのお話しでした。
２

５

