
ひとり親家庭の夢とあしたを応援します 
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パソコン講習会受講者募集のお知らせ 
 

①はじめてパソコン講座（土曜日開講 全３回） 
  ２月１・８・１５日 

対象：パソコン操作・マウス操作がはじめての方 

内容：パソコンの基本操作・キーボード操作・タッチタイピング・フォルダとファイルの操作・ 

ワードとエクセルの基本操作を学びます。 

②就業支援パソコン初級講座（土曜日開講 全６回） 
  ２月２２日・３月１・８・１５・２２・２９日 

対象：パソコン基本操作が可能な方 

内容：ワード・エクセルの初級（文書作成と印刷・表の作成とデータの入力・関数の利用・ 

グラフの作成・ビジネス文書・電子メール・インターネット他）を学びます。 

※①②同時に申込可能 
  

[対象者] 京都市在住のひとり親家庭の親及び寡婦 
   [会 場] 京都市ひとり親家庭支援センター技能習得室 

[時 間] ①②とも １３：００～１６：００（３時間） 
   [定 員] ①②各１５名（応募多数の場合は抽選） 
   [受講料] 無料 （要テキスト代①500 円②1,000 円） 
   [申込方法] 申込書※に必要事項を記入の上、電話か FAX で 

京都市ひとり親家庭支援センターまで。1 月 22 日必着 
※申込用紙等はセンターまで電話でご請求ください。 
また、必要書類はホームページからダウンロード可 http//yumeasu.com 

“ゆめあす”は 子どもたちの 

ゆめあふれるあすのために頑張る 

ひとり親家庭を応援します！ 

新年！新しいことにチャレンジしませんか？ 
パソコン講習会受講者募集のお知らせ/あなたをサポート！パソコン自習支援/ 
セルフマネジメント力養成講座/社会保険・年金知っとこ講座/離婚についてセミナーと個別相談/ 
ステップファミリーについて考えるセミナーとバーベキュー etc・・・ 

受講無料 
保育有 

☆前回のパソコン講座受講生の声（アンケートから抜粋） 

・エクセル・ワードの意味もわからなかったのに理解できた。 
・大変やさしくていねいに教えて頂けた。 
・とても勉強になった。自分ひとりではなかなか学習が進め

られないのでいい機会になった。 
・知らなかったこと、あきらめていたことが先生に教えても
らったら理解できてうれしかった。 

・毎週楽しみに通いました。あっという間に修了できた。 
・質問しやすく、ていねいに答えてもらえてよかった。 

ご存知ですか？ 
京都市ひとり親家庭支援センター2 階に 

ハローワークコーナーがあります！ 

福祉・就労支援コーナーゆめあす 
▶ハローワークの求人情報検索機 2 台設置、 

求人情報を検索できます！ 

▶ハローワークの職業相談員も常駐（男女各 1 名）

きめ細かな相談及び職業紹介を行っています。           

TEL075-279-1950 

利用日時のご案内 

月・水木金（ただし祝日・年末年始休） 

10:00～18:00(13:15～14:00 昼休憩) 

 



 

 

 

 

 

企業が求めるスキルや能力が、自分には備わっていないのでは

ないかと感じて不安になったことはありませんか？ 

実は、仕事と家庭生活の両方を運営するということの中で、日々

培われているものは少なくありません。それに気づき活かすこと 

で、仕事のみならず子育てまでパワーアップしましょう！ 
たとえば、仕事や問題解決をしながら家計管理をし、地域や子どもの学校・仕事

との間で判断力・順応力・対応力・洞察力そして忍耐力と様々な能力を身につけ、

解決に向けて頑張ってきたのではないでしょうか!!これらのことは、仕事で必須と

いわれているスキルと何ら変わるものではありません。自分の中の能力に気づき、

自己分析を行い、「備わっている力」と「これからの課題」を明確にしましょう。 

   さらに、PDCA を理解し、自分らしい家庭運営を行うため 

に、仕事の基本やセルフマネジメントとともに、セルフコ 

ントロールを身につけましょう！あなたの力強い味方はあ 

なた自身です！（※PDCA＝計画・実行・評価・改善） 

 

          

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１６日の mama*cafe は、 

『おおいに語ろう！TENUKI 料理♡』というテーマで 

開きました。日頃大変なお料理も、手抜き料理アイデアをみんなで出

し合うことで忙しくても TENUKI料理を楽しもうと語り合いました。 

併設している葵児童館の館長先生からは、子どもたちがクッキングで 

チャレンジした春巻きの皮を使った簡単おやつレシピも頂きました！ 

センターからは、簡単手抜き料理７点・和洋スウィーツ５点レシピを

プレゼント！うう～ん、お腹がすいてマスマス盛り上がりました。 

１１月１４日の mama*cafe は、 

『めざせ！成りたい私』というテーマで開きました。仕事だけでなく、 

いつか自分のためにチャレンジしてみたいこと、夢を夢で終わらせな

い！と、お茶お菓子で気分を盛り上げながらみんなでお話しました。 

その後、来年のカレンダーを配布、ママは「１年後の私へのお手紙」

を、子ども達はお絵かきをカラー付箋に記入して最終ページの 12 月

のところに貼りました。来年末にそのお手紙を読むのを楽しみに・・・。 

その時にちょっとでも、“成りたい私”に近付いていたらいいね！ 

★☆★ ゆめあす案内 ★☆★ 

あなたをサポート！パソコン自習支援 
パソコンの学習や職務経歴書作成、就職や転職、仕

事の維持・資格取得など、パソコン学習を必要とされ
ている方のためにパソコン自習支援を行っています。 

（㊟指導員はおりません） 
勉強したいがパソコンが無い、 
集中して学習したいが困難な 

方、ぜひご活用ください!  
 ワードエクセルの教科書 

 や、職務経歴書の書き方 
冊子等常備しています！ 

            申込方法：１回 2 時間 
2 日以上前に電話予約 
※詳しくはセンターまで 

 

  

◆離婚についてセミナーと個別相談 

～養育費・面会交渉・親権など離婚に関するセミナー～ 

講 師：京都弁護士会所属弁護士 

開催日時： ①平成 26 年 1 月 20 日（月） 
       ②平成 26 年 2 月 3 日（月） 
       時間は①②とも １０：３０～１２：００ 

 会 場：京都市ひとり親家庭支援センター 
締 切：開催日の前日まで   定 員：10 名※先着順 
●セミナーの後、午後から弁護士の個別相談もあります！ 

（ご希望の方は必ず電話で予約してください） 
相談時間：上記開催期日①②とも１３：００～１７：００ 
１人３０分（先着受付）※個別相談は人数に制限があります。 
申込方法：電話・FAX で申込み下さい。参加希望セミナー名・氏名・ 
電話番号・保育希望の有無をお伝えください。また、セミナー 
で聞きたい項目のある方は簡単にお伝えください。 

  

 

 

京都市ひとり親家庭支援センターゆめあす 
〒606-0846 京都市左京区下鴨北野々神町 26 番地 

北山ふれあいセンター内 

TEL/０７５－７０８－７７５０・FAX/０７５－７０８－７８３３ 

開館時間/10:00～18:00 

定休日/火曜日・祝日・年末年始（12/28～1/4） 

http://yumeasu.com 
市バス 4 番・北８「野々神町」すぐ  地下鉄「北山」駅より東へ徒歩 5 分 

ｍama*cafe は 母子家庭のお母さん※の 

楽しい交流・情報の場です 
※別居など婚姻の実態が失われている方・DV などなどやむをえず 

離婚の届け出がなされていない方を含む 

だより 

今後の開催予定は・・・ 

1 月 22 日（水）『京都市のひとり親家庭の福祉施策について』 

2 月 13 日（木）『資格のお話しませんか？』 

3 月 12 日（水）『センターを見学しよう』（着物の見学もあるよ！） 

★参加費無料です。電話でお申し込みください。お待ちしてま～す 

女性弁護士による 

無料法律相談（特別相談） 
離婚や慰謝料・親権や養育費・債務や相続など様々な生活

上のお悩みに女性の弁護士が相談いたします。 

相談日  1 月２０日（月） 

        2 月３日（月）・１７日（月） 

        ３月３日（月）・１７日（月） 
※以降の日程につきましては、京都市ひとり親家庭支援センター 
までお問い合わせください。 

13:00～1700 ひとり 30 分。先着受付。 

予約された時間の 10 分前にセンターにお越しください。

（相談受付票の記入のため）電話で予約受け付けます。 

 

◆ステップファミリーについて 

考えるセミナーとバーベキュー 
 

 講 師：心理カウンセラー 森田 幸治氏 
開催日時： 平成２６年３月１５日（土） 
      １０：３０～１４：００（交流会含む） 
会 場：京都市ひとり親家庭支援センター（父子は 1F 和室 
    母子は 2F技能習得室）及び京都府植物園 
    参加対象：京都市内在住の父子・母子家庭の親子 
    参加費：親子 1 組 900 円 

（子ども１人追加につき３００円） 
締切：平成 26 年１月３１日 定員：父子・母子家庭の親子各 10 組 
   ※応募多数の場合抽選 
申込方法：電話・FAX（住所・氏名・子の名前・子の年齢・電話番 
号を必ずご記入ください） 

       ※セミナー参加者が少ない場合は合同で開催する場合があります。 
        バーベキューは父子・母子合同です。 
      

参加無料 
保育無料 
（要予約） 

親子で参加 

できます！ 

キャリアアップを目指すひとり親家庭の方のための 

『セルフマネジメント力
りょく

養成
ようせい

講座
こ う ざ

』 

速報！特別開催決定！ 

開催日時：平成２６年３月２３日（日） 
     １３：００～１５：４５ 
講 師：㈱キャリア総研 城戸さち子氏 

会 場：京都市ひとり親家庭支援センター 

申込方法：電話・FAX（講座名・氏名・電話番号 

託児が必要な場合は子どもの氏名年齢） 

定 員：２０名※先着受付  

 


