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京都市ひとり親家庭支援センター
ゆめあす

YUMEASU  
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）

【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】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
でに各区・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。
※貸出しには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。
※貸出は 1人 1着です。

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。

晴れ着貸出し

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
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、受講開始時、
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。

※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。

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

就業相談

ハローワーク巡回相談

【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）

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。

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

【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。

１０月３日（月）・１７日（月）
１１月７日（月）・２１日（月）
１２月３日（土）・１７日（土）

無料法律相談

■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。

手洗い マスク

hand 
sanitizer

手指消毒 うがい

室内消毒 検温 換気 個食

Al
co
ho
l

 sp
ray

新型コロナウイルス感染症から皆様の健康を守るため、引き続きご協力をお願いいたします

※スーツは京都南ロータリークラブ様より京都市に対しご寄贈いただいたものです。

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）

ともだち追加は
こちらから！

ゆめあすメルマガ登録ゆめあすHP

エナガは、スズメさんくらい身近な鳥です。
京都にもエナガさんがいます。ほぼ日本中で見れる小さくて可愛ら
しい鳥さんです。群れをなして小さいけどチッチチッチと特徴ある
声なのですぐ気づきます。とくに他の鳥の群れとの違いとしては動
きです。枝の上下をクルクル～。つまり枝の下側にとまる頻度がた
かいので観察するととてもかわいらしいですよ。逆さでも器用に餌
をついばんでますよ。冬になると葉が落ちて観察しやすくなるので
是非みつけてみましょう。
意外と人の近くにも群れで夢中に餌探ししています。
まず、鳴き声を覚えるといいかもしれません。今は鳥の声をネット
で知ることができます。お顔みたらかわいくてきっとキュンキュン
しますよ！
エナガ団子 ! メジロ押し ! エナガもメジロも集まって枝に止まったり
してるのを撮影されている方がいらっしゃいます。
身近な鳥、エナガ。
みなさんがあたたかい気持になって
たのしい時間をもっていただけたらとおもいます。

さがそうとしなくても知っていたらきっとそばにいる…そんな鳥さ
んです。
おすすめは
なんといっても
鴨川です！

こちらはシマエナガ。北海道しかい
ないので…シマエナガはかわいいそ
の姿が一人の写真家によって紹介さ
れたのをきっかけにブームがおこり
ましたね !



定員：１５名（応募多数の場合抽選）
時間：１３時～１６時
受講料：無料
テキスト代：１０００円
内容：Word ／ Excel の基本操作（ファイル操作・ビ
ジネス文書作成・表の挿入編集・画像図形・印刷・関数・
グラフ・データベース機能）
対象：はじめてパソコン講座修了者。または同レベ
ルの方。

第３回　パソコン初級講座

事務処理ＵPポイントセミナー

簿記入門講座

対象 京都市内にお住いの母子家庭の母
場所 ゆめあす
応募 ゆめあすで電話のみ受付

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？

mama*cafe
乳幼児mama*cafe
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はじめてパソコン パソコン初級講座 申込期間

定員：１５名（応募多数の場合抽選）
時間：１３時～１６時
受講料：無料
テキスト代：５００円
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・インターネッ
ト・メール操作）
対象：パソコンに触るのは初めての方、パソコン基本
操作に自信がない方

第３回　はじめてパソコン講座

会計ソフト入力講座 【講座・セミナー共通申込方法】
申込期間中にゆめあすホームページより申請書をダウンロード、もしくは電
話でご請求、記入後、郵送またはご持参ください。締切り日後１週間程度で、
郵送で結果をお知らせします。
【無料託児をご利用ください】　※要事前申込
1歳～就学前のお子さま：
保育室にて保育士が保育します　
小学生以上のお子さま：
土曜日・・・併設の児童館をご利用ください
 　( 葵児童館 TEL075-708-7760)
日曜日・・・保育室の利用ができます

お申込みについて（二次元コード以外）

七五三撮影会

クリスマスケーキプレゼント

親子いっしょに！パソコンで年賀状教室

就業支援パソコン講座の申し込み受付 12月1日から !

簿記の知識が無い方でもご参加いただける、簿記について知るセミ
ナーです。会社の日常業務での実践的な簿記の知識も取り入れながら、
楽しく学びます。

開催日 １０月３０日（日）１０時３０分～１６時３０分
講師　 山田　福輪氏
会場 ゆめあす
定員　 ３０名　※応募多数の場合抽選
テキスト代１０００円

１０月１２日（水）１０：３０～１２：００
  「〇〇の秋！」
１１月１６日（水）１０：３０～１２：００※乳幼児合同
  「来年のカレンダーに夢を書き込もう」

会計ソフト入力講座

簿記入門講座

word Excel

写真撮影に使用する着物は、株式会社千總様より京都市にご寄付いた
だいたものです。今回はその中から各年齢の着物を２点づつ（計６点）
使用いたします。感染症対策として着物は着回しせず 1回の使用のみ
といたします。撮影会では着物の着付け、メイク、撮影をプロにお願
いしております。今年度も新型コロナ感染症対策のため、参加人数を
6組とさせていただきますのでご了承ください。
開催日時 １０月３０日（日）①１０：３０～（３歳・５歳）　
                    ②１３：００～（５歳・７歳）
会場 ゆめあす
対象 京都市内在住のひとり親家庭の親子 6組
参加費 子ども 1人につき 1000 円
定員 親子６組 ( 子 6名）
締切 １０月１７日（月）
※応募多数の場合抽選　当選者のみに 2～３日後に連絡。

日商 PC検定３級の内容に沿って、実務的な PCスキルを学びます。
ＰＣ初級講座修了者または同等レベルの方対象。

開催日 １２月４日 ( 日）①word１０時３０分～１２時３０分
  　　　②Excel１３時３０分～１６時３０分
講師　 （株）キャリア総研　服部　桂以子氏
定員　 １５名　※応募多数の場合抽選
応募期間　１１月 1日～１１月２０日１７時まで

①word

②Excel

七五三

日時 １２月１１日（日）
 午前の部：１１：３０～１２：３０
 午後の部：１３：３０～１４：３０
 ※時間帯を選ぶことはできませんので、
 予めご了承ください
場所 ゆめあす
対象 京都市在住のひとり親家庭の親子２０組
 (１８歳以下のお子様のいるご家庭対象）
参加費 無料
応募 電話または二次元コードから
 申し込み
締切 １２月１日（木）
※応募多数の場合抽選　
当選者のみに 2～３日後に連絡。
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サンタさんと一緒に写真を撮ってクリスマスケーキをプレゼント！

クリスマスケーキ

はじめてパソコン 初級パソコン

　秋も深まってくると夕暮れが早く訪れて、家で過ごす夜の時間が長くなりがちかもしれ
ませんね。そんな秋の夜長、あなたは何をして過ごしますか？本を読んだりテレビを見たり、
子どもたちとたくさん話をしたり、色んな過ごし方があると思います。
　秋の夜長に一人で家に居ると、要らない物の多さに改めて気づかされます。世の中には
物を捨てられる人と捨てられない人の 2 種類があるように思うのです。以前「断捨離」と
いう言葉が流行りました。「断：新たに手に入りそうな不要なものを断る。捨：家にずっと
ある不要なものを捨てる。　離：物への執着から離れる。」（ウィキペディア）だそうです。
私は捨てられない人なので、不要と思ってもなかなか捨てないし、物への執着もあります。
できるとしたら不要な物を買わない、断る。ことくらいか。捨てられる人は本当にあっさ
りと要らない物を捨てます。スーパーのレシートから洋服まで。見ていて、その捨てっぷ
りはお見事で感心します。私はレシートも、もし買って帰った玉ねぎが痛んでいたら、レシー
トを持っていけばお店で買った証拠になるので捨てられないし、洋服も２～３年着てなく
ても来年着るかもしれないと思うと捨てられません（実際に２～３年しまったままの服を
着たこともあります。）
　断捨離が流行ったころは、要らない物を全部捨てて、すっきり生活することに憧れまし
たが、捨てられない自分を受け入れることにしました。捨てられないのではなく捨てるの
に時間がかかるということです。例えばバッグを買い替えても昨日まで使っていたバッグ
には昨日まで思い入れがあって、すぐ捨てられないのです。しばらく押し入れにしまって
おいて、新しいバッグが私になじんできたところで捨てるとか。捨てられない人としてあ
る程度自分ルールを作っています。
　さて、あなたは要らない物をすぐに捨てられる人ですか？捨てるのに時間のかかる人で
すか？世の中にはいろんな人がいて、それでいいのだと思うのです。
　秋の夜長に、手作りの白玉団子を食べながらあれこれ考えるのも楽しいかもしれませんよ。

ＴＯＳＨＩＫＯ’Ｓ       ＲＥＣＩＰＥ
子育てに役立つ
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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母子部長。

中川　敏子 ( なかがわ　としこ）山口県出身。

寄り添いテーブル

日時 毎月第２日曜日　
 13：30 ～ 15：00
場所 バプテスト京都教会
 （駐車場）
 京都市上京区荒神口通河原町東入る
 122-1
 Kyoto City, Kamigyoku, Kojinguchi 
 Kawaramachi 122-1 

お問い合わせは
「京都寄り添いネット」
075-231-1351へ

ひとり親家庭、学生、外国籍の方な
どお困りの方に衣類、食材、おもちゃ
などを無料で提供されています。

【材料】
白玉粉１００g、サツマイモ１００g、リンゴジャム８０ｇ、
水適量（５０㏄程度）砂糖を混ぜたきな粉（砂糖の量は好みで）
【作り方】
①サツマイモは皮をむいて１センチくらいのサイコロに切って茹でる。
②ボールに白玉粉と茹でたサツマイモ、リンゴジャムを入れて混ぜる。
③耳たぶくらいの硬さになるように水を少しずつ入れてこねる。
④鍋に湯を沸かし、濡れた手で小判型の団子にして熱湯の中に入れて茹
でる。
⑤団子が浮いてきたら水を張ったボールにとり冷やす。
⑥水を切って皿にもりきな粉を振る。

経理事務でよく使われている「弥生会計ソフト」を実際に使って、
パソコン経理実務の入門レベルを習得しましょう！会計ソフトの基
本操作と経理実務の日常処理の基本を学ぶ、全３回の連続講座です。
簿記３級程度の知識をお持ちの方、もしくはゆめあすで 10 月 30 日
（日）に開催する「簿記入門講座」を受講された方で、パソコンの基
本操作が出来る方であればご参加いただけます。
開講日 １１月６日（日）、１１月１３日（日）、
 １１月２０日（日）
時間 １３時～１６時
定員 １５名　（応募者多数の場合は抽選）
受講料 無料
申込期間 １０月１日～１０月２３日１７時まで
テキスト代１０００円
無料託児あり（１歳～小学生）※要事前予約
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お子様と一緒に、かわいいイラストや写真を使ってオリジナル年賀状
を作りませんか。パソコンが操作できない方でも大丈夫！
※年賀状は 1家族に２０枚、ゆめあすでご用意します
開催日 １１月５日（土） ①１０：３０～１２：３０
                ②１４：００～１６：００
会場 ゆめあす
対象 京都市内在住のひとり親家庭の親子（小学生以上）
 ①６組　②６組
参加費 無料
締切 １０月２０日（木）
※応募多数の場合抽選　当選者のみに 2～３日後に連絡。

京都市ひとり親家庭福祉連合会とゆめあすで協力して行った
「フードパントリーと秋まつり」ではたくさんのご支援をいた
だきました。
【ご協力いただいた皆様】敬称略・順不同
パソナ京都、りそな銀行京都支店、日本管財株式会社、
京都府テレワーク推進センター、京都キワニスクラブ
ほっこりはあと出町、下鳥羽児童館、岩倉南児童館、住吉児童
館、葵児童館、ゆめあすへお持ち込みいただいた皆様
あたたかいご支援に感謝いたします。
ありがとうございました

ひとり親家庭へのメッセージもいただきました。
「希望を持ってください。（匿名）」
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