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Kyoto-city Single Parent Support Center

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

ゆめあすへの電話番号でお掛け間違いにより、一般の方へご迷惑をおかけする事象が発生しております。
ゆめあすへご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願い申し上げます。

電話番号のお掛け間違いにご注意ください

ゆめあすメルマガ登録 ともだち追加は
こちらから！

ゆめあす HP

※新型肺炎の流行状況によりイ
ベントが延期や中止になる場合
がございます。お出かけ前には
ホームページでご確認下さい。

（ゆめあすは一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会が指定管理者として管理運営しております）

保護犬チコちゃん⑨　最終回

　山口県で保護され京都にやってきたチコちゃん。チコちゃん
との出会いは、山口県で側溝に落ちているところを犬猫保護活
動されている愛護団体に助けられたことからでした。
　犬との出会いには、どの家庭にも様々な経緯があると思いま
す。昔は、家で代々飼っている犬が、または近所で子犬が産ま
れ我が家に迎えた方がほとんどであったと思います。
　人と犬との生活は、人類の歴史を最初の方までさかのぼりま
す。その歴史は、暮らしを共に助け合いながら生きてきた『共
生』の歴史でもあります。犬と共に暮らしたい、犬がかわいい
と思う気持ちは、人間にとって自然な気持ちなのかもしれませ
ん。
　これから犬と共に暮らすことをお考えの方は、チコちゃんの
ように出会いを待っている保護犬がいることを思い出してくだ
さいね。チコちゃんからのお願いです。
　各都道府県（市）にある動物愛護センターや地域で保護活動
をされている動物愛護団体をインターネットで検索し、命を迎
えるには、どんな準備が必要なのか知ってください。
　犬でも猫でも、動物を家族に迎える時に知っておかなければ
ならない大切な事が他にもあります。事前にどうぞ、環境省の
『動物の愛護と適切な管理―人と動物の共生をめざしてー』を
読んでみてくださいね。環境省 _飼い主の方やこれからペッ
トを飼う方へ [ 動物の愛護と適切な管理 ] (env.go.jp)

犬との出会い　―大切な時間を共に生きる―

※保護犬・保護猫とは＝飼い主不明（迷子・遺棄）の犬・
猫で人によって助けられた犬・猫の総称。または、捨てら
れた犬・猫や迷子の犬・猫が産んだ子を保護した場合その
犬・猫（野犬・野良犬・野良猫といわれることがある）の総称。

　長い間、『保護犬チコちゃん』をお読みい
ただきまして、ありがとうございました。今
回が最終回です。
　チコちゃんは、目には見えない大切なもの
を教えてくれます。
　チコちゃんは、この世に生まれたことの意
味を教えてくれます。
　あなたに会えて良かった、あなたがいてく
れて嬉しい！と、伝え続けてくれます。
　皆さんにあたたかい気持ちと元気をお届け
できていたら幸いです。
　どこかでチコちゃんに会ったら「チコちゃ
ん！」と声をかけてくださいね！

【内容】留袖・振袖・袴一式・友禅・訪問着・ 
色無地・付け下げ・十三詣り・七五三用着
物と付属品。
※付属品は袋帯・帯じめ・帯あげ・長じゅ
ばん・履物。七五三はバック等一式
【範囲】成人式、結婚式、卒業式（18 歳以上）、
七五三、十三詣り
【期間】貸出日と返却日を含む３日間
【利用料】七五三用着物一式 1,500 円、
 その他の着物 5,000 円
【申込み】予約・使用希望日の３ケ月前の
月の初日から使用希望日の１週間前まで。
【方法】各区・支所の子どもはぐくみ室又
はゆめあすへ。申込み用紙と着物の写真が
備えてあります。

※ゆめあすへ来ていただいても実際の着物を見ることは
できませんのでご了承ください。
※印鑑、身分証明書が必要です。
※袴のみの貸出しはしておりません。袴の貸出しは１８
歳以上 に限ります。

京都市在住のひとり親家庭の親と子、寡婦、また
京都市内児童福祉施設の入退所者 ( 概ね３０歳ま
で）の方を対象に「晴れ着」の貸出しを行ってい
ます。

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験
合格支援事業について

【相談日】 毎月２回　月曜日
（5月と 12 月は土曜日に開催。※１月は１回のみ）
【時間】１３：００～１５：００（１人３０分）
【場所】ゆめあす
【申込】電話にて予約（708-7750）
【開催日】

子どもの面会交流、養育費、慰謝料、親権、消費者金融や悪質
商法など法律に関する問題や生活上の諸問題の解決に向けて、
女性の弁護士が助言を行います。

4月 5日（月）・１９日（月）
5月8日（土）・２２日（土）
６月7日（月）・２１日（月）

就職、転職、資格取得などお気軽にご相談ください。さまざま
な悩みや問題を一緒に考えましょう。

※電話相談と面接相談があります。
　（要予約 708-7750）
※京都市在住のひとり親家庭の親、寡婦対象

ハローワーク巡回相談

晴れ着貸出し

無料法律相談

mama＊cafe

市内在住のひとり親家庭の親又は子が高卒認定試験（旧大検）合
格のための講座（通信講座を含む）を受講する場合、受講修了時
及び合格時に受講費用の一部（受講費用の最大６割）を支給します。
（講座受講開始前に申請が必要）※詳しくは各区・支所の子どもは
ぐくみ室まで。

【場所】ゆめあす
【対象】京都市在住の児童扶養手当受給中の
方でゆめあすの就業相談 を利用された方
【開催日】 木曜日※事前に予約が必要です
（ただし祝日・年末年始 12/28 ～ 1/4 休み）

※着物は株式会社千總様より京都市に対しご
寄贈いただいたものです。

ママカフェではコロナ対策として飲み物はペットボトル飲料を提供します。お菓子
は袋詰めしてお渡ししますので、ご自宅でお召し上がりください。

母子家庭のお母さんの楽しい交流の場です。みんなで子育てや
仕事のこと、傷ついたこと、悲しかったこと、今までのことや、
これからのこと、同じ目線・同じ立場でお話しませんか？
※ゆめあすまで電話でお申込みください（先着受付・参加無料）

5/12（水）10：30 ～ 12：00　定員 20 名
テーマ「資格についてワイワイ話そう！」

4/15（木）10：30 ～ 12：00　定員 20 名
テーマ「どうしてる？シングルマザーの時間管理」

6/17（木）10：30 ～ 12：00　定員 20 名
テーマ「つらい時こそおやつパワー」

ハローワーク就職支援ナビゲーターが巡回等を行い相談に応じます。ハロー
ワークへの登録や職業紹介もご案内いたします。

就業相談 スーツ貸出し（女性用）

スーツ　　ブラック７・９・１１・１３号、
　　　　　ネイビー９号、グレー９号
パンプス　ブラック 22.5 ～ 25.0
バック　　ブラック

母子家庭の母と子の就職活動時や入
学・卒業式などに活用してもらえるよ
う、無料で貸出しをしています。詳し
くはゆめあすへお問合せ下さい。
（返却時にクリーニングが必要です）

【相談時間】
①1０：００～
②１１：００～　
③１３：００～
④１４：００～
(1 人約 45 分 )

新型コロナ感染症対策のゆめあすの取り組み
新型コロナウイルスによる感染拡大の状況をふまえ、安心してご利用いただけますよう、下記の取り組みを実施しております。
■職員における対策について
職員の手洗い、うがい、マスク着用、咳エチケットの励行。出退勤時の手指の消毒、検温、健康記録のチェック。
セミナーや講習会の資料などの手渡しはなるべく避ける又は手袋を着用。発熱や咳などの症状があるなど体調不良者の出勤自粛と
医療機関受診指示。職員の不要・不急の長距離出張、海外旅行の自粛、大型イベントやパーティ等への参加など、感染リスクが高
いとされている行動をとることを自粛。
■施設の管理について
館内の清掃、消毒、換気を実施。事務室及び相談・講習室、パブリックスペース・トイレ等の消毒。パソコン等の貸し出し備品の消毒。
受付時の飛沫防止対策（透明カーテンの設置）。相談時のアクリルパーテーションの設置。来館者の氏名と連絡先の把握。
セミナー・講習会のフィジカルディスタンスの確保。派遣された講師にも協力を得ること。
■来館者の皆様へのお願い
来館・入室時のアルコール消毒・検温・来館時の氏名・連絡先の記入にご協力をお願いいたします。発熱されている方または体調
の優れない方は、ご来館をご遠慮くださいますようお願いいたします。ご来館中に体調が優れないと感じられた場合には、すぐに
職員までお申し出くださいますようお願いいたします。



中級レベルの課題に取り組もう！初級で学んだことからちょっとレベル
アップしてみませんか？

開催日 ４月１８日（日）１０：３０～１２：３０①Word
　 ４月１８日（日）１３：３０～１６：３０②Excel
講師 LEC 東京リーガルマインド　
対象 京都市在住のひとり親家庭の親・寡婦の方で、
 パソコン初級レベルの方（Word・Excel 操作可能な方）１５名
託児 あり（無料・要予約 1歳以上）
申込 電話で先着受付

パソコン中級チャレンジセミナー

ワード、エクセルの初級レベルです。パソコンの基本操作ができれば大
丈夫。もちろん「はじめてパソコン」を修了した方も！文書作成、印刷、
表の作成とデータ入力、関数の利用、グラフの作成、データベースの利用、
ビジネス文書の作成などが学べます。
対象 京都市在住のひとり親家庭の親又は寡婦の方で、
 「はじめてパソコン講座」  （同レベルの基礎講座を含む）を修了され 
 た方。又はパソコン基本操作 が可能な方。全日程参加できる方。
 （パソコンスキルチェック表の提出が必要です）
開催日 ６月２６日、７月３日、１０日、１７日、２４日、３１日
時間 １３：００～１６：００
 ※７月１０日は京都府警察職員・京都府警察ネット安心アドバ　
　　　　　　イザーによる体験型ネットトラブル対策講座を開催します。
　　　　　　11：00 ～ 12：00（託児あり）
受講料 無料（テキスト代 １,０００円）
託児  あり（無料・要予約 1歳以上～就学前まで）
定員 １５名
●申込み受付 /５月１日～２０日
※申込書を申し込み期限内に電話でご請求ください。
※応募多数の場合は抽選となります。

第１回就業支援パソコン初級講座（18時間）

「はじめてパソコン」は、パソコンの基本操作の学習と文字入力ができ
るまでサポートします。パソコンは無理とあきらめていたあなた！パソ
コンをはじめてみませんか。ワード、エクセルを習得するには「就業支
援パソコン初級講座」を同時に申し込むことをおすすめします。  
対象 京都市在住のひとり親家庭の親又は寡婦の方で、　　　　　           
　　　　    パソコン操作が初めての方。全日程参加できる方。
開催日 ６月５日、１２日、１９日
時間 １３：００～１６：００
 ※６月１９日は京都府警察職員・京都府警察ネット安心アドバ 
 　イザー による体験型ネットトラブル対策講座を開催します。
　　　　　　11：00 ～ 12：00（託児あり）
受講料 無料（テキスト代 ５００円）
託児 あり（無料・要予約１歳以上～就学前まで）
定員 １５名
●申込み受付 /５月１日～２０日
※申込書を申し込み期限内に電話でご請求ください。
※応募多数の場合は抽選となります。

第１回はじめてパソコン講座（9時間）

会計ソフトを利用しながら経理実務の入門レベルを習得しよう。
対象 京都市内在住のひとり親家庭の親
 簿記の知識 ( 簿記３級程度）、右記の「簿記入門講座」
 受講済みの方及びパソコン初級レベル基本操作が可能な方。
開催日 ５月１６日、２３日、３０日
時間 1３：００～１６：００
受講料 無料（テキスト代 １,０００円） 
託児 あり（要予約）
定員 １５名
●申込み受付 /４月１日～３０日
※申込み書を申し込み期限内に電話でご請求ください。
※応募多数の場合は抽選となります。

パソコン会計ソフト入力講座（９時間）

就労のためのパソコン講習会です。
はじめてパソコン・初級パソコンは年３回開いています。
ご都合の良い時期を選んでご利用ください。

申込書に必要事項をご記入の上、ゆめあすまで郵送かご持参ください。
応募締切日必着。
※申込書は申込期間内にゆめあすまでご請求ください。郵送いたしま
す。申込期間にホームページからダウンロードも可能です。
http://yumeasu.com

はじめてパソコン講座・就業支援パソコン初級講座は体験型ネットト
ラブル対策講座つきの講座です。ひとり一台ずつタブレット（スマホ
と同じ操作をする端末機）を使ってネットトラブルを疑似体験できま
す。京都府警の指導のもと対処法を学びます。

『簿記』について基本を知るセミナーです。経理事務を目指す方や、事
務の仕事の幅を広げて就職に活かしたい方だけではなく、ビジネスの基
本的な知識として身つけたい方も！
午前中は簿記とは何かと経理業務の流れ、午後は簿記の初歩的知識と仕
訳、『会計ソフト入力講座』受講に向けて学びます。

開催日 ５月 9日（日）１０：３０～１6：３０（昼休憩１時間）
講師 山田　福輪氏　　　
対象 京都市内在住のひとり親家庭の親・寡婦２０名 
託児 あり（無料・要予約 1歳以上）
申込 電話で先着受付
持ち物 弁当・電卓・筆記具マーカーペン（飲料あります）

■講座内容（予定）　※パソコンは使用しません
１．はじめに　簿記って何？
２．事業における経理業務の流れ
３．仕訳について学ぼう！
４．会計ソフト入力のための学習
５．まとめ

簿記入門講座

～ケアマネジャー資格・1歳未満育児中の家事支援他～

今回は、『ケアマネジャー』資格についてと『育児中の家事支援』に
ついて学びます。資格取得から仕事の内容まで、詳しく具体的に聞け
るチャンスです！

開催日 ６月 24 日（木）１０：３０～１２：３０
講師　 社会福祉法人　京都福祉サービス協会　井本　尚子氏
対象 京都市内在住のひとり親家庭の親・寡婦２０名 　
託児 あり（無料・要予約 1歳以上）
申込 電話で先着受付

介護資格のキャリアアップを考える

就職準備セミナーは何度でも受講可能です。
先着順に受け付けいたします。

就職準備セミナーは
在職中の方もご参加いただけます

ゆめあす２Ｆに子ども服のリサイクルコーナーがございます。ご利用の
際はゆめあすカウンターへお声がけください。
洋服の持ち込みは新品に近いものはお引き受けいたしますが、汚れや破
れのあるものはお持ち込みいただけませんのでご了承ください。

子ども服リサイクルコーナー
●ランドセル赤２個、こげ茶 1個あります
●女の子用

●多少の使用感は
ありますが
丁寧にお使いです。

赤 こげ茶

●譲り受けたい方は
　ゆめあすへ
　お電話を！

原 衣子（kinuko hara）1964年生まれ。トー
タルビューティサロン venere代表。幼少
期より叔父の仕事関係で撮影所について行
きメイクに目覚める。20歳の頃より現在も
メイク、エステと美の追求を止まず！傍ら
介護福祉士としても活躍。

管理栄養士の資格を活かしながら多方面で活躍中。ゆめあすでは生活支
援講習の講師も務める。自身もシングルマザーであることから西京区で
ひとり親家庭の子ども達を主にした学習支援事業「ゆう」を立ち上げ、
地域の子どもたちに学習する場を作ると共に寡婦との交流も図っていま
す。一般社団法人京都市ひとり親家庭福祉連合会会員。

中川　敏子 ( なかがわ　としこ）
1960 年生、山口県出身。

ＴＯＳＨＩＫＯ’Ｓ              ＲＥＣＩＰＥ ㉑子育てに役立つ

京都市ひとり親家庭福祉連合会（旧京都市母子寡婦福祉連合会）では頂いた中古品
のこども式服の貸し出しをしています。サイズにより貸出し品がないものもありま
す。お越しになる前にお電話でご確認ください。
女の子が結婚式や発表会に着用できるドレスもあります。

こども式服貸し出ししています
貸出料 /無料・クリーニングをして返却

原 衣子の
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 　暖かな日射しが眩しい季節となりました。しかし、

続くマスク生活で、お肌の悩みは止まらないですね。
　２月１４日にゆめあすで開催したメイクセミナーで「唇が

乾燥する」と言う悩みを一番多く聞きました。マスクの中は湿度が高
いのですが外すと温度差で乾燥してしまいがちなのです。私も唇の乾
燥に悩んでおりました。しかし、マスク時でも必ずリップクリームを
塗布するように心がけたところ、乾燥が改善し潤いのある唇を手に入
れましたよ！それでも頑固に乾燥する時はシュガースクラブ入りの
リップで軽くマッサージしています。そして、マスクの中でも外して
いても常に口角をあげるストレッチを欠かさずやっています。この、
ちょっとした日々の努力がアフターコロナに生かされていると信じて
続けて行こうと思っています。
　今春、メイク界は一斉に花をテーマに掲げているそうです。
長く続いている自粛生活ではありますが、チークやリップを選ぶ時に
は花のように明るく気持ちがパッと上がる様な色を買って、気持ちも
お肌も明るく、ハッピーをドンドン引き寄せて行きましょう。
　では皆様と、お会い出来る日を心より楽しみにしております。
　最後に「　　　　　　　　 」意味は Hawaii 語で「たくさんの愛を込
めて」です。

Aloha nui loa

6 月にメイク講座を予定しています。
詳細が決まり次第ＨＰでご案内いたします。

Aloh
a nui loa

　桜の季節になりました。今年は桜の開花も早いようですが、ご近所
の桜の花はもう咲き始めていますか？　ひょっとして満開を過ぎまし
たか？４月は桜の花以外にも、色んな花が咲いて気持ちも華やかにな
ります。また新しいことが始まる月でもありますね。学校の入学式や
新学期のスタート等々・・・。色んな事に心躍る季節です。今年小学
校に入学した子どもたちは、毎日新しいランドセルを背負い、ご近所
の小学生と集団登校をして・・・。ドキドキの日を過ごしているので
はないでしょうか？
　小学校の入学と言うのは、人生の中でもとても大きな節目だと思い
ます。もう還暦を過ぎた私でさえ、小学校入学は忘れることのできな
い思い出です。入学する前年の 11 月くらいに、母に連れられて初めて
小学校へ行きました。入学前の健康診断だったと思います。その日から、
「小学校へ行くのはいつ？　明日？」と毎日のように母に聞いていまし
た。本当に楽しみだったのです。そして赤いランドセルを背負って学
校へ行った日のこと。初めて教室に入った時の胸の高鳴り、その時に
横に座っていた男の子の名前も今でも覚えています。あれから半世紀
以上たったのかと、時の流れの速さと、あの時の気持ちを忘れていな
い自分に驚きます。おそらく皆さんも忘れていないのではないでしょ
うか？　
　それから色んな事がありました。楽しかったこと苦しかったこと。
もう駄目だとあきらめかけたこと・・・・。たくさんの山も谷も越え
てきたように思います。そして、今思うことは、人生色々あるけど何
とかなる。という事です。どんな時もあきらめずに前を向いていると、
必ず道は開けてきました。コロナ禍の今、まだまだ前を向けずにいる
ことも多いと思いますが、どうかあきらめないで、前を向いていきま
しょう。
　

材料 ： イチゴ　１パック　牛乳　500ｃｃ　　粉ゼラチン３袋　

蜂蜜　大 4 （もしくは砂糖大 4）　

①ミルクチョコレートは適宜砕いてレンジで溶かす。

焦げないように注意、 １分ごとに解け具合を確認

②卵は卵白と卵黄にわけ、それぞれしっかり泡立てる。 卵白の方にはベーキングパウダー

を入れて泡立てる。 （角がたつくらい）

③泡立てた卵黄と溶かしたチョコレートを泡だて器で混ぜる。

④そこに泡立てた卵白をくわえざっくり混ぜる。 最後にナッツを入れて器に流し込みレン

ジ （強） で５分、 一度取り出して、 竹串をさしてチョコレートがついてくるようなら、 さら

に３～５分レンジにかける。 竹串についてこなくなったら出来上がり。 （ナッツはなくても

美味しくできます）

　

　日々色んな事がありますが、たまには甘いお菓子と美味しいお茶を
飲んで、ホッと一息ついてみてはいかがでしょうか？今回は、簡単に
できるイチゴのムースとチョコレートケーキをご紹介します。お家で
作ってみてください。

①ゼラチンはぬるま湯 （人肌程度のお湯） 50ｃｃほどに入れてふやかしておく。

②牛乳は蜂蜜を入れて温めておく （ぬるめでよい）

③イチゴは、 水洗いしてヘタをとっておく。

④ミキサーにイチゴ、 牛乳、 ゼラチンを入 れ

て４～５分攪拌する。

⑤荒熱をとった後、 容器にさっと水

をとおして冷蔵庫で冷やす。

苺のムース

材料： ミルクチョコレート　３枚　　　卵４個

ナッツ　５０ｇ　　ベーキングパウダー　大 1

チョコレートケーキ


