
長崎市民プール「食堂」長崎市民プール「食堂」

賛助会員募集
　本会は会員のみなさまによって、その活動が支えられています。みなさま
のご協力を糧に、人と人との繋がりを大事にしながら人の輪（和）を拡げ、ひ
とり親を支援する活動を展開しています。活動趣旨にご賛同いただき、ご協
賛いただける個人、団体、企業を問わず、みなさまの会員としてのご参加を
心よりお待ち申し上げます。

賛助会員（団体、企業、個人）　1口　3,000円／年  会費 賛助会員（個人）　　　　　　　　　　　　　　　　　1口　1,200円／年  
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☆『りーりお』とはポルトガル語で、「ゆり」を意味します。
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日頃より本会の運営につきましては、
ご協力いただきありがとうございます。

◎公立保育所に調理員を派遣しています。
料理が好きで、希望される方は履歴書を添え
て申し込んで下さい。
随時調理員の登録受付をしています。

◎市民プール食堂でパートを募集します。
夏休み期間中です。希望の方はご連絡下さい。
※来年度希望の方も登録お待ちしています。

◎会員を募集します。
当会では、会員の皆様とご一緒に、年間いろ
いろな行事を開催しています。あなたもお子
様と一緒に参加しませんか？
楽しく身になる講座やバスハイクなど、行事
が盛り沢山です。
　年会費　1,200 円
会員の人数が本会の力となり、ひとり親家庭
のためのさまざまな制度の成立と充実の基
盤になります。28 年度の会費納入をよろし
くお願いします。

《お知らせ》

事務局 ひとり親家庭福祉会ながさき
　　　　  TEL　095-828-1470

　ひとり親家庭・寡婦（かつて母子家庭であっ
た方）の方を対象に、一時的に家事や育児が困難
になった場合に資格等（ヘルパー・介護福祉士・

看護士・保育士・幼稚園教諭、
または子育て研修修了者）を
有する支援員が日常生活をサ
ポートする事業です。
　上記の資格のいずれかをお
持ちの方、有償ボランティア
として活動してみませんか？

ひとり親家庭等日常生活支援事業

支援員さんを募集しています！

みなさまのご応募お待ちしております。

※この機関紙は共同募金の配分金で作成され
　ております。
※毎年10月2日、旧大丸前にて街頭募金をし
　ています。ご参加下さい。

長崎市民プールの食堂が始まりまし
た。本会では昭和48年から、長崎市
民プール食堂を運営しています。うど
ん・カレー・おでん等、体が温まる美
味しい食事を作っています。調理員は
寡婦の調理師等が行っています。
市民プールに来られた際は、是非ご利
用お願いします。

行 事 予 定行 事 予 定 【平成28 年度】
● 広報誌の発行
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子ども食堂開始（予定）
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● 九州大会運営委員会 7/21～21（佐賀県）
● ふれあいバスハイクと情報公開
● 面会交流事業開始（予定）
● 長崎市母子部研修会
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● ひとり親家庭講座
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● 理事会
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　初任者研修開始（長崎市）
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● 赤い羽根共同募金運動に協力（街頭募金）10/2
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　初任者研修開始（対馬市・上五島市・西彼地区）
● 全国母子寡婦福祉研修大会・九州地区母子寡婦福祉研修大会（佐賀県）10/22～23
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 長崎市社会福祉大会
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● 母子部交流会

7月

8月

9月

10月

11月

12月

● 三役会毎月随時開催
● 子育て支援センター　「ぴっぴ」　運営会議　毎月開催
● 各地区での「ひとり親生活支援事業」の実施
　（東部、西部、南部、北部、中央）
● 県内フリーマーケット随時参加
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　
　スタッフ会議　毎週金曜日開催  

法律相談 in 西彼・諫早地区
長与・時津・諫早で法律相談を行いました。
「来てよかった・・・」と皆さん言われていました。

ぴっぴイベント
こいのぼり作成・ヤマハ「ぷっぷると遊ぼう」コンサート
を行いました。

面会交流支援事業
研修会
FPICから江口　朋子先
生を招き研修を行い
ました。
沢山の質問が出て有
意義な研修でした。

パソコン講座・就職支援セミナー in 島原
今年は雪で大変でしたが、皆さん熱心に講座やセミナーを
受講しました。

長崎みなとロータリークラブ卓話

ひとり親家庭の就労と助成金等について

卓話を行いました。

熊本・大分地震義援金贈呈について
　九州ブロックでは、震災に遭われた熊
本・大分の母子会に対し、80万円の義援
金を贈呈しました。
　同じ九州、でこのような地震があると
は思っていなかった出来事でした。この
義援金で、少しでも同じひとり親家庭世
帯へ手助けが出来ればと思います。

2016

7月号
vol.5
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　平成２８年６月１２日（日）参加者１８８名（委任状３８名）の
参加があり、無事に総会が終了しました。
 総会では、第１号議案：平成27年度事業報告、第２号議案：
平成27年度収支決算報告及び監査報告、第３号議案：平成
28年度事業計画、第４号議案：平成28年度収支予算が満場
一致で承認されました。
　また、その他として「団体名変更および定款変更」につい
て説明しました。若いひとり親家庭の会員加入が伸び悩んで

「一般社団法人 ひとり親家庭福祉会ながさき」へ団体名を変更しました

夏休みバスハイク～佐賀県立宇宙科学館＆アレッタバイキング

◉「子ども食堂」始めます
　　　「今晩のご飯はボク１人なんだ」 「お母さんがお仕事の日は、お
　　弁当を買って食べるの」そんなとき子どもが１人でも入れるのが

「子ども食堂」です。栄養満点の温かいごはんを作って待っています。
長崎市内２ヶ所（小峰町、古町）で8月末から実施予定です。
※詳細については本会ホームページをご覧ください。
※ボランティアおよび食材等の寄付もお待ちしています。

◉「夢ランドセル」募集
今年も新１年生へランドセルを贈る事業を行う予定です。
９月頃募集を開始します。申込を検討している方は本会HPまたは
NPO法人FineネットワークながさきのHP
http://fine-network-nagasaki.j imdo.com をご覧下さい。

◉夏休み学習教室
夏休みの宿題や受験勉強など
の学習教室を開催します。

日程：8月11日～28日まで
　　 週２回（火曜・金曜）

時間：14：00～17：00
場所：長崎市社会福祉会館他
対象：小、中、高校生

　　※受験生もご相談下さい
申込：事前予約下さい。

※イベント申込は、本会事務局へ電話およびメールにてお願いします。

※事前予約がない時は、
　開催しません。

　三菱重工業長崎造船所とNPO法人Ｆｉｎｅ
ネットワークながさきが共同し、ひとり親家庭
の子ども達の就学を援助するため、新一年生
に対し「ランドセル」を贈る事業を行いました。
　本会は、ひとり親家庭の支援をしていることから協力依頼
があり、ひとり親家庭への周知等を行いました。
　学校での学びの第一ステップとしての環境づくり、貧困の
状況においても、夢と希望を持つ学校生活を送り自分の将
来を諦めて欲しくない等、様々な想いを込めて長崎県内のひ
とり親家庭の新一年生へ３６個のランドセルを送ることが出
来ました。

「夢ランドセル」事業 お仕事探検隊 in 裁判所

　YELLながさきでは「ポスター」をリニュー
アルし「リーフレット」を新たに作成しました。
　今まではチラシはありましたが、なかなか手
に取って見て頂ける事が少なかったため、色々
な方の目に留まって手に取って頂けるような
「リーフレット」が出来ました。ぜひ皆さんも手
に取ってご覧下さい。

長崎県ひとり親家庭等自立促進センター
「YELL ながさき」

平成２８年度全国母子寡婦福祉研修大会・九州地区母子寡婦福祉研修大会開催

いること、ひとり親家庭への支援事業の幅を広げるためにも、固
いイメージの団体名を、ひらがなを多く取り入れ柔らかく変更す
ることを提案しました。総会では満場一致で承認され、平成28年
6月12日付標記の団体名へ変更しました。
　そして、新規事業として、「子ども食堂」「面会交流事業」の実
施について説明し、会員から沢山の意見・賛同を頂きました。今年
度も、ひとり親を支える福祉団体として頑張ってまいりますので、
よろしくお願い致します。

　平成２８年３月２９日（火）に裁判所に
見学に行きました。裁判の流れの説明を
聞いた後、裁判官の洋服を着て裁判官
等の席に座りました。
　 い つもと違う目 線
で本 当に貴 重な経 験
でした。

夏休みの期間８月7日（日）バスハイクを開催します。
佐賀の宇宙科学館で夏休みの自由研究を学んだあと、
長崎に戻り夕食はココウォーク長崎のアレッタでバイキ
ングを楽しみます。
夏休みの思い出に是非参加して下さい。

参加費：大人 ２,０００円　中高生 １,０００円　幼児から小学生 ５００円　３歳以下 無料

イベント
情 報

イベント
情 報

おしらせおしらせ

【会期及び日程】
　◆期日：平成28年10月22日（土）・23日（日）
　◆会場：佐賀市文化会館
　　　　　佐賀市日の出1-21-10　TEL 0952-32-3000
　◆講演：講師　あけぼの旅館　代表取締役社長　音成  日佐男  氏

【ご旅行行程表】 ※=====バス移動

※=====バス移動

◆旅費：20,000円（税抜き）◉参加については8月31日（水）までに事務所へ電話にてお申し込み下さい。☎095-828-1470

10月22日（土）
長崎駅前=====長崎IC=====太宰府IC=====佐賀市内（昼食）====

===佐賀市文化会館　　九州地区母子寡婦福祉研修大会　　=====唐津市内（泊）

行　　　程 備　　　考

【宿泊予定】

唐津ロイヤルホテル
佐賀県唐津市東唐津4丁目9-20
（0955）72-0155

観光：佐賀城本丸歴史館

10月23日（日）
ホテル===佐賀市文化会館　　九州地区母子寡婦福祉研修大会　　==小城羊羹本舗（昼食）==

===多久IC=====長崎IC======長崎駅前

佐賀ワシントンホテルにてランチバイキング（予定）

（予定）

　09：30    09：40    11：00 　 11：20／12：20

　　　　　  12：40  13：00～17：00 　　 　　18：00

08：00 　 09：00 　　　　　09：30～12：00 　  12：30／13：30

　　　 13：40 　　　14：50　　　　　　　 15：00

日　　次

8月7日（日） 長崎駅大村ボート乗り場　=====　佐賀県立宇宙科学館　=====　アレッタ／解散

行　　　程

08：45集合 　　09：00出発 10：30到着 　　15：30出発　　　　　17：00

日　　次

九州大会案内 今年は、全国母子寡婦福祉研修大会と九州地区母子寡婦福祉研修大会が佐賀で開催されます。
長崎市からツアーを組み参加致しますので、本会まで参加のご連絡お待ちしております。
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長崎市からツアーを組み参加致しますので、本会まで参加のご連絡お待ちしております。



長崎市民プール「食堂」長崎市民プール「食堂」

賛助会員募集
　本会は会員のみなさまによって、その活動が支えられています。みなさま
のご協力を糧に、人と人との繋がりを大事にしながら人の輪（和）を拡げ、ひ
とり親を支援する活動を展開しています。活動趣旨にご賛同いただき、ご協
賛いただける個人、団体、企業を問わず、みなさまの会員としてのご参加を
心よりお待ち申し上げます。

賛助会員（団体、企業、個人）　1口　3,000円／年  会費 賛助会員（個人）　　　　　　　　　　　　　　　　　1口　1,200円／年  

41

長崎市ひとり親家庭ニュース2016年7月発行 vol.５

1

発行所：一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき  U  R  L：http://www.nagasakishi-boshikai.jp
事務所：長崎市上町 1-33　TEL.095-828-1470  FAX.095-828-1476 E-mail：info＠nagasakishi-boshikai.jp

☆『りーりお』とはポルトガル語で、「ゆり」を意味します。

長崎市ひとり親家庭ニュース

りーりお ながさきりーりお ながさき

4

日頃より本会の運営につきましては、
ご協力いただきありがとうございます。

◎公立保育所に調理員を派遣しています。
料理が好きで、希望される方は履歴書を添え
て申し込んで下さい。
随時調理員の登録受付をしています。

◎市民プール食堂でパートを募集します。
夏休み期間中です。希望の方はご連絡下さい。
※来年度希望の方も登録お待ちしています。

◎会員を募集します。
当会では、会員の皆様とご一緒に、年間いろ
いろな行事を開催しています。あなたもお子
様と一緒に参加しませんか？
楽しく身になる講座やバスハイクなど、行事
が盛り沢山です。
　年会費　1,200 円
会員の人数が本会の力となり、ひとり親家庭
のためのさまざまな制度の成立と充実の基
盤になります。28 年度の会費納入をよろし
くお願いします。

《お知らせ》

事務局 ひとり親家庭福祉会ながさき
　　　　  TEL　095-828-1470

　ひとり親家庭・寡婦（かつて母子家庭であっ
た方）の方を対象に、一時的に家事や育児が困難
になった場合に資格等（ヘルパー・介護福祉士・

看護士・保育士・幼稚園教諭、
または子育て研修修了者）を
有する支援員が日常生活をサ
ポートする事業です。
　上記の資格のいずれかをお
持ちの方、有償ボランティア
として活動してみませんか？

ひとり親家庭等日常生活支援事業

支援員さんを募集しています！

みなさまのご応募お待ちしております。

※この機関紙は共同募金の配分金で作成され
　ております。
※毎年10月2日、旧大丸前にて街頭募金をし
　ています。ご参加下さい。

長崎市民プールの食堂が始まりまし
た。本会では昭和48年から、長崎市
民プール食堂を運営しています。うど
ん・カレー・おでん等、体が温まる美
味しい食事を作っています。調理員は
寡婦の調理師等が行っています。
市民プールに来られた際は、是非ご利
用お願いします。

行 事 予 定行 事 予 定 【平成28 年度】
● 広報誌の発行
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子ども食堂開始（予定）
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● 九州大会運営委員会 7/21～21（佐賀県）
● ふれあいバスハイクと情報公開
● 面会交流事業開始（予定）
● 長崎市母子部研修会
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● ひとり親家庭講座
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● 理事会
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　初任者研修開始（長崎市）
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● 赤い羽根共同募金運動に協力（街頭募金）10/2
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　初任者研修開始（対馬市・上五島市・西彼地区）
● 全国母子寡婦福祉研修大会・九州地区母子寡婦福祉研修大会（佐賀県）10/22～23
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 長崎市社会福祉大会
● 子育て支援センター会議・子育て支援ネットワーク連絡会
● ひとり親家庭講座
● 長崎県ひとり親家庭等自立促進センター　ケース検討会議
● 子育て支援ネットワーク連絡会
● 母子部交流会

7月

8月

9月

10月

11月

12月

● 三役会毎月随時開催
● 子育て支援センター　「ぴっぴ」　運営会議　毎月開催
● 各地区での「ひとり親生活支援事業」の実施
　（東部、西部、南部、北部、中央）
● 県内フリーマーケット随時参加
● 長崎県ひとり親家庭自立促進センター　
　スタッフ会議　毎週金曜日開催  

法律相談 in 西彼・諫早地区
長与・時津・諫早で法律相談を行いました。
「来てよかった・・・」と皆さん言われていました。

ぴっぴイベント
こいのぼり作成・ヤマハ「ぷっぷると遊ぼう」コンサート
を行いました。

面会交流支援事業
研修会
FPICから江口　朋子先
生を招き研修を行い
ました。
沢山の質問が出て有
意義な研修でした。

パソコン講座・就職支援セミナー in 島原
今年は雪で大変でしたが、皆さん熱心に講座やセミナーを
受講しました。

長崎みなとロータリークラブ卓話

ひとり親家庭の就労と助成金等について

卓話を行いました。

熊本・大分地震義援金贈呈について
　九州ブロックでは、震災に遭われた熊
本・大分の母子会に対し、80万円の義援
金を贈呈しました。
　同じ九州、でこのような地震があると
は思っていなかった出来事でした。この
義援金で、少しでも同じひとり親家庭世
帯へ手助けが出来ればと思います。
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