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札母連研修会

　母子家庭になり、自立して生活を安
定させるために、さまざまな努力を重
ねられているお母さん方のお話を聞

き、やればできるという勇気をもらえました。
　また母子会の為に力を惜しまず活動を続けている方が
いる事を知り、あきらめずにやることで少しずつ実を結
んでいくことを教えていただきました。
　大学生のお母さんより、大学進学に関する費用負担が
想像以上に大きいとのお話を聞き、国の大学費用の負担
軽減策が実現し、その場しのぎではなく、ずっと続く政
策を立てて欲しいです。
　そして今、返済に苦しんでいる若者にもぜひ目を向け
て欲しいと思います。

参加者の
感想

　分科会は、貧困と子供の権利 ～学ぼ
う！子どもの今と未来について！～ の
分野に参加しました。

　子どもは、社会の一員として位置づける子どもの権利
が必要で、子どもの力を信頼できるか、子どもの意見を
聞く、耳を傾ける、思いや願いを受け止める事が大切で
あることを学びました。

参加者の
感想

・ 改めて避難準備を考えた。
勉強になった。
・ 備えを改めて考える事が
出来て良かったです。

・ 普段から災害があった時の行動をイメー
ジしておくことが大事だと感じました。

参加者の
感想

中囿先生のアンケー
ト報告の話がもっと
聞きたかった。

参加者の
感想

●日時：平成30年10月27日（土）・28日（日）
●場所：岡山プラザホテル

●日時：平成30年10月12日（金）・13日（土）
●場所：金沢歌劇座

●日時：平成31年2月17日（日）
●場所：WEST19　5階講堂

つなごう人の輪、守ろう地域の輪

テ ー マ

「たたえようこれまでの道
彩ろう未知なる明日」

テ ー マ

」～てえま踏等験経の震地部東振胆～ え備の等震地・害水風「
講師： 札幌市危機管理対策室危機管理対策課長
 長谷川　徹　氏

講　演

「札母連に加入する寡婦の仕事と生活に関する調査」
アドバイザー：北海学園大学経済学部地域経済学科
 教授　中囿　桐代　氏

アンケート報告

日本女性会議2018 in 金沢

平成30年度　全国母子寡婦福祉研修大会 in 岡山



コープ育英奨学生募集2019年度 札母連 奨学生募集

さっぽろ まなトピア

クリスマス会
学習以外にも、クリスマス会などの

行事を楽しく開催しています。
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中央区

西 区

南 区

清田区

手稲区北 区 厚別区

東 区

白石区

豊平区

＜対　　象＞

＜給 付 額＞
＜採用人数＞
＜申　　込＞

札幌市内に居住し、高等学校、高等専門学校に
在学中の母子及び父子家庭の生徒で、成績優秀
で経済的に就学が困難な生徒
月額5,000円／1年間、返済は不要
178名
4月1日（月）～5月10日（金）

＜対　　象＞

＜給 付 額＞
＜採用人数＞

＜申請書類 請求締切日＞
＜申請書類 提出締切日＞

道内に在住のひとり親家庭（両親がいない方
も）で、2019年4月に道内の高等学校、高等専
門学校に入学する1年生
月額1万円／3年間　返済は不要
44名程度（内、不登校生若干名を採用）
応募多数の時は選考
　 　　　　3月29日（金）
　　　　　 4月  8日（月）■申込用紙の請求、お問い合わせは

　札母連事務局　電話：（011）631-3270
　月～金　午前9時～午後5時

■お問い合わせは  公益財団法人コープさっぽろ社会福祉基金
　電話：（011）671-5719　月・火・木・金　午前10時～午後3時
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　9月には胆振東部地
震に、見舞われました
が、会員の被害は確認
されず安心しました。
レクリエーションでは、
9月に定山渓ビューホ
テルに行きランチバイキングや温泉プールを楽し
みました。1月の新年の集いでは、名物「ドジョ
ウすくい」の踊りも大盛況。来年度も会員の皆さ
んと楽しく協力しあい活動していきます。

（会員数）97名

（会員数）146名

（会員数）112名

中央区

　夏はゆ～りん館温
泉とブルーベリー狩
り、秋はボーリング
大会。寡婦部旅行は
朝里クラッセホテル
で温泉ランチ・血管

血流勉強、母子部は3月親子でホテルランチバイ
キング予定。新年会はたまゆらの杜、初の試み温
泉でゆっくり心と体を癒しました。
　これからも会員親子が楽しめる行事を行いたい
です。

　昨年6月、区母連
のレクリエーション
で定山渓ビューホテ
ルに行きました。豪
華なランチバイキン
グにプールや温泉、ゆっくり楽しめたと好評でした。
　また、7月ふるさとまつり、11月ボーリング大
会、1月ロイトン札幌で新年会、毎週日曜日には、
まなトピアを開催、講師やボランティアさんの熱
心なご指導のもと、生徒の皆さんも頑張っていま
す。また今年も協力して楽しめる会にしていきた
いです。

　豊平区母連は、7月に一
泊研修で旭山動物園美瑛
の青い池・道の駅巡りと
充実した2日間を過ごし、
秋にはハイジ牧場へ行き
じゃがいも掘りに初挑戦
しました。恒例のボーリング大会、新年のつどい
と会員の皆さんと共に楽しい時間を過ごしました。

　厚別区は寡婦15世
帯、母子25世帯子供
33名、全73名でスター
ト。春は定山渓ビュー
ホテルで温泉・プール
にて楽しみ、秋は小樽
水族館、果物狩り、笑顔で遊びました。夏の区民
まつりの出店では子供たちが売り子となって活動
をしました。

（会員数）58名

（会員数）104名

（会員数）40名

　南区母連の今年度のレクは要望
の多かったファイターズ観戦でし
た。初めて観戦した会員やお子さ
んもいてとても盛り上がりました。
　9月の地震災害においては会員
同士で安否確認、情報交換など大
変でしたが、お見舞いやご心配し
てくださった皆様に心からお礼申
し上げます。
　会員の皆さんが笑顔で毎日頑張れるよう区母連
として活動していきたいです。

区南

（会員数）69名

会員大募集中！！
お問い合わせは
札母連事務局へ

西区

手稲区

白石区

豊平区

厚別区

　創立20周年記念新年
の集いから幕が開け、地
域での花壇づくり、親子
日帰りバス旅行、親子料
理教室等行事に参加する
子供達が増え、一生懸命

お手伝いする姿が印象的でした。胆振東部地震で
清田区は液状化現象が起こり、会員の中にも被害
を受けた方がおりました。日頃の備えや、人との
つながりの大切さを感じた年でもありました。地
域の方や会員同志も支えあい体制整備に努めてい
きたいと思います。

（会員数）67名

清田区

　毎年行なうボウリ
ング大会、新年会な
ど参加される会員の
方々はいつも決まっ
た感じの顔ぶれなの
で、もっと多くの会
員の方々皆様とお会いし顔が見たいと感じていま
す。単位会長全員、働いていて時間の余裕がない
のが現状ではありますが、単位会長と話しをし、
行事を増すことができればと思っています。

（会員数）72名

北区

　平成30年度は、恒例のバスレクやボーリング
大会のほかに、新たに母の日イベント「リラカ
フェ」をNPO法人「Efy」と共同で開催。9月、

震度6の地震に見舞われ
た東区ですが、10月に
は「奨学金学習会」を大
学や他団体の協力を得て
開催しました。（会員数）150名

東区

区 母●連 だより・・・1年を振り返って・・・

　西区では、７月に日帰り研
修旅行で夕張ゆにガーデン
へ行き楽しく過ごしました。
９月には胆振東部地震があ
り大変でしたが、西区は被
害がなく安心しました。今年は素晴らしい１年にしていき
たいです。子供達には、今まで以上に心に残ることや
親子で楽しめる行事を計画したいと思います。



家具の固定と安全確保

高層建築物

停電への備え

備蓄品 非常持出品 冬の備え

災害に
　　　備え

て
□ ティッシュペーパー・ウエットティッシュ
□ 乾電池
□ モバイルバッテリー
□ シガーソケット充電器
□ 携帯トイレ
□ 水のいらないシャンプー
□ ホイッスル（救援時に使用）
□ 工具セット
□ ロープ
□ ペットのえさ
□ 給水ポリタンク（給水時便利）
□ ビニール袋（雨具、敷物、トイレ）
□ ランタン（LEDなど）
□ カセットコンロ（煮炊きできる）

□ 食糧品（備蓄は最低3日分）
□ 飲料水（備蓄は1人1日最低3リットル）
□ 粉ミルク
□ 現金・貴重品
□ 懐中電灯・携帯ラジオ
□ ライター・マッチ
□ 厚手の手袋
□ 救急医療品・常備薬
□ お薬手帳
□ 生理用品

□ 防寒衣（上下）
□ 寝袋
□ 携帯カイロ
□ 衣類（長袖・長ズボン）
□ 毛布
□ 長靴
□ 発電機（停電時に役立つ）
□ ポータブルストーブ
（停電でも暖をとれる）
灯油・カセットボンベなど

□ ダンボール（敷くと暖かい）
□ 防災保温シート（体に巻くと暖かい）
□ 新聞紙（体に巻くと暖かい）

冬が長い札幌は、寒さ
対策に古くなった防寒
衣も役に立ちます。

一酸化炭素
中毒注意！！
屋内はもちろん屋
外でも換気の悪い
所では絶対に使用
しないでください。

平成30年9月6日の北海道胆振東部地震では、道内各地で長時間にわたり停電となりました。
停電は日常生活に様々な支障をきたします。

●カセットコンロや発電機を準備しましょう。
IH調理器や給湯・暖房設備は使用できません。カセットコンロやポー
タブルストーブ、発電機などを準備しましょう。（特にオール電化の家
庭は注意しましょう。）

●モバイルバッテリーを準備しましょう。
携帯電話やスマートフォンは、家族との連絡、各種情報の入手に有効
です。日頃からの充電を心がけ、乾電池式のモバイルバッテリーやラ
ジオも準備しましょう。

●車のガソリンは多めにしておきましょう。
車が使えると、暖をとったり、テレビ・ラジオの視聴やシガーソケット
からの充電が可能です。日頃からガソリンは多めを心がけましょう。

●水を確保しましょう。
断水し、トイレも流せなくなります。飲料水の準備やお風呂に水をためる

）。うょしまし意注は方の階層高、等ンョシンマ（。うょしまし保確を水、どな

●停電復旧時の火災に注意しましょう。
停電復旧時に電気が通ると火災の恐れがあります。停電時はブレー
カーの電源を落とし、復旧後に電源を入れるようにしましょう。

④玄関のドアが開かなくなること
がありますので、避難口を確保
しましょう。

タンスやテレビの前に
寝ないことや、家具の
固定はとても大切だよ。

タンス等の家具を固定する
L字金具等を利用して柱に固定するか、天井に補強の板をはさ
めてつっぱり棒で固定する。いずれの場合も、家具との間に遊び
ができないように注意する。

①高層階では、
地表より揺
れが大きく
なることが
あります。

②上階では、長く揺れ、揺れ幅も
大きくなる傾向があり、家具
などをしっかり固定すること
が重要です。

③エレベーターは停電以外でも停止
することがあり、上階への水や生活
物資の輸送に
支障をきたす
ことから、水や
食糧などを多
めに備蓄して
おくことも必
要です。

転倒方向に寝ない 転倒により避難口をふさがない

ユラ
ユラ

グラグラ

天井に固定の例

扉に金具を
つける

食器の下に
柔らかい
敷物をひく

ガラス飛散防止
フィルムを張る

GS

OFF

水 水水
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保育士資格　   学校

92名
がママパパ学生

（在籍 127 名中）

を取る

随時受付
ご予約下さい。

個別相談

（2 年制）

※要件を満たすと返済免除

返 済 不 要 245給付金 （受給）
貸付金 70

万円

厚生労働大臣指定  保育士養成施設 ☎011-616-1771
札幌市中央区大通西 18 丁目 2-8

度
制
の
生
学

例
事
用
併

万円（借入※）

午前授業
10代～ 60代の学生
国の制度 シングルマザー対象

Point
３つの

道内唯一 （9：20 ～ 12：40）

サンタさんの
プレゼント、
うれしかった♡

親子参加型が
良かったです。

楽しいゲーム
もう少し

したかったナ～…

ドームをつけるときがボンドがは

みだしそうでむずかしかったです。

人形をつけるときにはかわいくできました。

さいごにひっくりかえすとき

はとてもどきどきしました。

感想

スノードーム工作会

札母連新年のつどい第19回札母連
ひとり親家庭クリスマス会 ●と　き：H31.1.11（金）18：30～

●ところ：ロイトン札幌　 ●参加人数：127名
●と　き：H30.12.16（日）13：00～15：00
●ところ：東区民センター2F
●参加人数：53名

●と　き：H31.1.20（日）13：00～15：00
●ところ：ひとり親家庭支援センター技能習得室　●参加者：9名

秋元市長が、ご出席されました。
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２０１９年度 行事予定

賛助会員加入者の
ご紹 介

法人会員

個人会員

中囿　桐代様 川合　惠子様

鉢　　直人様 岡崎　一成様

針金佳世子様 鈴木　拓治様

池田　賢太様 （順不同）

ご寄付・ご寄贈
ありがとうございました

株式会社北海道新聞社様

北海道新聞社会福祉振興基金様

一般財団法人北海道信用金庫ひまわり財団様

北海道コカ・コーラボトリング株式会社様

ポッカサッポロ北海道株式会社様

札幌ポプラライオンズクラブ様

札幌交響楽団宮城完爾様

札幌IRISゾンタクラブ様

おてらおやつクラブ様

株式会社アンビックス様 （順不同）

賛助
会員
募集中

《年会費》
法人会員（１口）
１０,０００円
個人会員（１口）
３，０００円

平成31年度 定期総会

就活メイクアップ講座

奨学金贈呈式

ひとり親家庭等ふれあい交流バスレク

母子一泊研修

夏まつり大通ビアガーデン

札幌市母子寡婦福祉大会

初心者対象パソコン講座

第63回 東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会

寡婦一泊研修

ビジネスマナー講座

養育費・面会交流セミナー

日本女性会議2019さの

平成31年度 全国母子寡婦福祉研修大会

教養講座レジンクラフト

上級者対象パソコン講座

ひとり親家庭クリスマス会

新年のつどい

冬休み親子手芸講座

札母連研修会

平成31年度 臨時総会

社会福祉総合センター

ひとり親家庭支援センター

社会福祉総合センター

定山渓ビューホテル

国立大雪青少年交流の家

大通西８丁目会場

社会福祉総合センター

ひとり親家庭支援センター

ほほえみの宿滝の湯

はぼろ温泉サンセットプラザ

ひとり親家庭支援センター

ひとり親家庭支援センター

佐野市文化会館

カルッツかわさき

ひとり親家庭支援センター

ひとり親家庭支援センター

社会福祉総合センター

ロイトン札幌

ひとり親家庭支援センター

社会福祉総合センター

社会福祉総合センター

5/28㈫

6/18㈫

6/27㈭

7/14㈰

7/27㈯・28㈰

7/下旬～8/中旬

8/25㈰

9/2㈪・4㈬

9/7㈯・8㈰

9/28㈯・29㈰

10/8㈫

10/20㈰

10/25㈮・26㈯

10/26㈯・27㈰

11/10㈰

11/16㈯・17㈰

12/15㈰

1/10㈮

1/19㈰

2/16㈰

3/19㈭

国際ソロプチミスト札幌グローリア様

公益財団法人産業雇用安定センター様

有限会社ステップス様　　（順不同）
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札母連だよりは札幌市内の保育園、区役所等においてあります。
個人発送をご希望の方は、ご連絡ください。TEL(011)631-3270　●年2回発行　●送料1部100円

※講師などの都合により変更になる場合があります

講習会名 期　　間 講習時間 曜　日 数
回
数
人 テキスト代 検定料 申込

受付
検定日
試験日 内　　　　　　　　容

ワード・エクセル・
パワーポイント

3級
4月3日～
5月22日

9：30～
16：00 月・水・金 18 20 教材費

8,000円
8,300
円

3/14
～17 5/29

札商ビジネスPC技能検定
・ワード・エクセル3級資格取得目的
検定内容：入力10分（300字）・ビジネス文書作成25分
・表計算20分（標準的な合計・平均等を算出する）・筆記15分
・パワーポイント3級資格取得目的
（標準的な図形を活用しプレゼンテーションを作成する）
検定内容：スライド4枚作成30分・筆記15分

第1回
ワード・エクセル

準2級
6月10日～

7月8日
9：30～
15：30 月・水・金 13 20 教材費

4,500円
5,300
円

5/16
～19 7/13

札商ビジネスPC技能検定
ワード・エクセル準2級資格取得目的
※ワード・エクセル3級を受講又は資格取得された方
検定内容：・入力10分（400字）
・ビジネス文書作成25分・表計算25分（3級の内容に加えIF・
AND・OR・INT・VLOOKUP・LEFT・REFT関数他）・筆記15分

ワード・エクセル
3級

4月11日～
8月1日

18：15～
20：45 火・木 31 20 教材費

4,500円
4,200
円

3/14
～17 8/3

札商ビジネスPC技能検定
ワード・エクセル3級資格取得目的
検定内容：・入力10分（300字）・ビジネス文書作成25分
・表計算20分（標準的な合計・平均等を算出する）・筆記15分

第2回
ワード・エクセル

準2級
8月27日～
11月26日

18：15～
20：45 火・木 26 20 教材費

4,500円
5,300
円

7/11
～14 11/30

札商ビジネスPC技能検定
ワード・エクセル準2級資格取得目的
※ワード・エクセル3級を受講又は資格取得された方
検定内容：・入力10分（400字）
・ビジネス文書作成25分・表計算25分（3級の内容に加えIF・
AND・OR・INT・VLOOKUP・LEFT・REFT関数他）・筆記15分

仕事力・マナー
技能検定3級

4月8日～
6月10日

11月5日～
12月24日

18：15～
20：45

9：30～
12：00

月・水 16 20 教材費
5,000円 ─ 3/14

～17 ─

札幌ビジネス技能教育連盟
「仕事力・マナー技能検定」3級取得目的
・サービス業務に対する心構え
（対人心理の理解・応対の技術・口のきき方・態度振る舞いなど）
・ビジネス社会での基本マナー
（会社訪問・アポイントの取り方・電話応対・冠婚葬祭・和洋中食べ方など）
・一般知識＆対人技能（人間関係・服装など）
・実務技能（問題処理・環境整備・金品管理・社交業務など）
＊講座終了後、検定3級取得が認可される

電話検定
3級

火・金 15 20 3,100円 ─ ─

簿記3級 7月22日～
10月30日

18：15～
20：45 月・水 25 20 5,000円程度

2,850
円

6/13
～16 11/17

日商簿記3級資格取得目的
簿記の基礎知識。商店や中小企業の経理事務に役立つ。
経理関連書類を読むことができ、青色申告などの書類作成も
ある程度できる。

簿記2級 9月24日～
2月20日

18：15～
20：45 火・木 40 20 3,000円程度

3,000円
程度

4,720
円

8/15
～18 2/23

社会保険実務 7月18日～
9月12日

18：15～
20：45 火・木 15 20 6/13

～16 ──
一般事務での会社経理・総務・業務の際に、社会保険（健康保
険・介護保険・厚生年金保険）や労働保険（労災保険・雇用保
険）加入に関する事務手続きなどを学ぶ。

ファイナンシャル
プランナー（FP)

3級
5月16日～
9月5日

18：15～
20：45 月・木 30 20 5,076円 6,000

円
4/11
～14 9/8

金融財政協会FP技能検定3級取得目的
目的：資金計画、金融資産運用、タックスプランニング、リス
ク管理、不動産、相続・事業承継に基づくライフプランを前提
に、目標実現のために必要なファイナンシャル・プランニング
を行う。金融・保険・不動産関係に有利

メンタルヘルス
マネジメント®

Ⅲ種
2月4日～
3月10日

18：15～
20：45 火・金 10 20 3,500円程度

4,320
円

12/12
～15

10/10
～13

3/15

メンタルヘルスマネジメント®Ⅲ種検定取得目的
目的：組織における従業員自らのメンタルヘルス対策の推進
目標：自らのストレスの状況・状態を把握することにより、
不調に早期に気づき、自らケアを行い、必要であれば助けを
求めることができる。

観光英語検定
3級

5月31日～
10月25日

18：15～
20：45 金 21 20 5,090円 3,800

円
4/11
～14 10/27

観光英語検定3級取得目的
国際化が進行する中、外国人とのコミュニケ―ションに対応す
る英語力を身に付ける（旅行・観光・ホテル・接客・サービス
業等）曜日、時刻・数字、パンフレット、掲示物等、あいさつ、
地名等、観光等に必要となる初歩的な英語（英検3級程度）こ
れらを運用した対話、会話。
検定内容：筆記・リスニング

介護職員
初任者研修

5月8日～
7月19日

9：30～
16：30 月・水・金 25 20 5,400円 ─ 4/11

～14 7/12
介護職員初任者研修資格取得目的
※試験・実習（1日）あり
※全科目出席条件（欠席の場合補講料1時間1,000円）

介護事務 11月1日～
1月22日

18：15～
20：45 水・金 22 20 9,100円 6,500

円
9/12
～15 1/26

介護事務管理士資格取得目的
介護サービスを行う事業所で必要な介護費用請求、介護報酬計
算知識、ケアプランを立てる居宅介護支援事業所において行う
業務サポートの知識を身に付ける。

調剤薬局事務 5月15日～
7月19日

18：15～
20：45 水・金 20 20 4,100円 6,500

円
4/11
～14 7/27 調剤薬局事務管理士資格取得目的

「調剤報酬請求事務（レセプト作成）」を中心に事務作業全般

診療報酬
請求事務

9月17日～
12月12日

18：15～
20：45 火・木 25 20 10,800

円
9,000
円

8/15
～18 12/15

診療報酬請求事務能力認定試験取得目的
医療事務において重要な業務診療録（カルテ）から診療報酬明
細書（レセプト）の作成を行うための専門性の高い知識を身に
つける。医療事務経験者または、知識・資格をお持ちの方のス
キルアップに。

医療事務 10月11日
～3月4日

18：15～
20：45 水・金 40 20 10,800

円
7,000
円

9/12
～15 3/8

医科2級医療事務実務能力認定試験取得目的
診療報酬明細書作成技能を含む診療報酬に関する知識、医療関
連法規に関する知識を身に付ける。

講習会のさらに詳しい内容は、札母連ホームページ、広報さっぽろ（地デジ・アプリのみ）でお知らせいたします。

2019年度　就業支援講習会予定表

札幌ビジネス技能教育連盟「電話検定3級」取得目的
コミュニケーションの中心ともいうべき電話の受け方、かけ方、言葉遣い
、クレーム対応、とっさの対応の仕方、人に与える好感度などを学ぶ。
＊講座終了後、検定３級取得が認可される

日商簿記2級資格取得目的
経営管理に役立つ知識として、最も企業に求められる資格の一つ。企
業の財務担当者に必須。高度な商業簿記・工業簿記（原価計算を含
む）を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できる。簿記の知
識・資格のスキルアップに。


