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岩手県遊技業組合助成 

 

 

 

『お菓子教室  バナナパウンドケーキ作り』 
10 月 12 日(土) 14 時～16 時 

要予約 (10／9 まで)  

★先着 3 名限定★ 

超簡単！ 材料を混ぜて焼く 

だけで、しっとりパウンドケーキ 

が出来ますよ！ 

持ち物：ボウル 

参加費：1,000円 

対象：どなたでも(親子参加、 

お子ちゃま連れ OK) 

講師：小笠原 仁美さん（Side dish & Snack） 

『アンの家お喋り会』 
10 月 17 日(木)10 時半～12 時 

          予約不要 

初めての方がいらっしゃると自己紹介から盛り上が

ります！ 友達同士はもちろん、一人でもご参加お待

ちしております。Anne’s ハウスは飲食物持ち込み

OK、電子レンジもあるので、そのままお昼ご飯を食

べても OK☆     

対象：どなたでも(お子様 

連れも可) 

世話人：大木きぬよさん 

参加費：無料   

持ち物：特になし 

 

のイベント 
万一、講師の急な都合で中止になった場合、HP（https://jyos

eitokonomirai.org）にてお知らせ致します。 

『絵手紙教室』 
10 月 7 日（月）10 時半～12 時   

要予約（10／4 まで） 

「ヘタがいい、ヘタでいい」 

気持ちのこもった絵手紙を 

描いてみませんか？ 

託児はないけど、子連れ OK☺ 

対象：どなたでも 持ち物：特になし  

参加費：500 円 講師：照井満喜子さん 

（日本絵手紙協会公認講師） 

〒025-0062 岩手県花巻市上小舟渡 272-１．８号棟  0198-41-3310 

開館日時：月曜―日曜 10 時～16 時（年末年始・祝祭日は休み） 

メール相談：soudan@jyoseitokonomirai.org HP: https://jyoseitokonomirai.org/ 

 

★１０月の休館日は、1４

日 (月 )と 22 日 (火 )です★  

 

 

特定非営利活動法人 女性と子の未来 

 

 

『草木染め教室』 
10 月 16 日（水）10 時半～12 時   

要予約（10／13 まで）  

 草木染「あかね会」は平成元年 

に活動開始。30年以上続けられた 

のは、ひとえに同じものが一つと 

して無い草木染の魅力ゆえです。 

※染める布もこちらでご用意します 
 
対象：どなたでも（お子様連れも可）参加費：７00 円 

持ち物：ゴム手袋、エプロン(汚れ防止用) 

講師：照井富美子さん（草木染「あかね会」） 

 

 

『ダブルケアママの広場』 
10 月 6 日（日）14 時～15 時半 

予約不要 

育児と介護、どちらも 

奮闘中のママさん 

お話しませんか？ 

ダブルケアママ同士、子育てのことも介護のこ

ともお話したり、情報交換をしたり、お互いにお

話してリフレッシュしましょう！！ 皆さんの参 

加お待ちしております♡ 

託児はないけど、子連れ OK😊 

参加費：無料   

世話人：八幡初恵さん 
 

 

『吊るし飾りの制作教室』 
10 月 11 日（金）10 時～15 時半   

要予約（10／8 まで）  
 

 子どもの健やかな成長を願って作る 
「吊るし飾り」。１日集中して作れば 
１セット仕上がります！ 
見学だけの方も歓迎、開催時間中なら 

いつでも Anne’s ハウスへお越し下さい☆ 
 
参加費：1,500 円（材料代込み） 
持ち物：ソーイングセット  
対象：どなたでも  
講師：小笠原節子さん 

 

 

  



ペンリレー②       養育費の支払いに、行政の関与の動き 

（兵庫県）明石市！   

兵庫県明石市で、「養育費の支払拒否の氏名は公表を検討」との記事が、9 月 19 日の朝刊に掲載された。諸外国で

は国や地方自治体が養育費の支払いを命令したり、国が代替して支払う例が有るが、日本では画期的なこと！         

「女性と子の未来」で、2017 年度に、シングルマザーの現状把握のため、 

子育て支援調査を標題にアンケート調査を行いました。 

回答者 1,819 人の多くの方から、養育費への投稿が出され、その関心の高

さが示されました！  

尤も、日本では、養育費の取り決めの形骸化が有り、「法的にもっと守られ

るべき」とのご意見が出される余地が高かったのは尤もだったでしょう。 

日本でも、子供の成長に欠かせない経費として、食費や学費を賄う源泉が養

育費という実態の中、養育費の支払いが子の保護者の義務との理解とその重要

性の位置づけが明確になってきていると実感しました！ 

先進諸国では、養育費の支払い義務は保証され、養育費の支払い不履行では、

国から立替金を出して貰うことも可能となっている国が有りますが、ようやく

日本でも、子どもが大事にされる時代が……！？ 

＊詳細は 2017 年度子育て支援ニーズ調査報告書（PDF）（https://jyoseitokonomirai.org/needs からダウンロ－

ド頂けます）をご覧下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
託児 
無料 

ペンリレー①    ～大人（教師や保護者）が安心して過ごせる雰囲気を～    
子育てアドバイザー 佐藤敦士 

子どもが自らの命を絶つことほど、悲しいことはありません。学校は、本来、ワクワクするところであって、子ども

が苦痛に感じて「行きたくない」と思うことがあってはなりません。私は、 

「子どもに表出する問題は、子どもの責任ではなく、大人が引き起こして 

いる問題」だと思っています。幾ら、命を大切にする教育が行われていて 

も、私たちの社会は「互いに認め合う社会」になっているでしょうか。 

自分基準で考えて他者を批判し、攻撃する風潮（特に SNS で）により、 

大人である私たち自身も人の目を気にし、不安感を抱えて生活していま 

せんか。未成熟の子どもたちであれば、尚更です。 

少なくとも、学校単位で互いに認め合い、安心して過ごせる雰囲気を大人（教師や保護者）が創り、人としての手

本を子どもに示していきたいものです。 

年賀状の宛名印刷が 

パソコンで 

できるようになる！ 

↓「Anne’s ハウス通信」の設置場所↓   保健センター・まなび学園・こどもセンター・花巻市役所・花巻市内図書館・花巻市内子育て支援センタ

ー・ジョブカフェ・花巻市交流会館・中部病院・ＫＵＢＯクリニック・工藤医院・大沼小児科・川嶋医院・こどもみらいクリニック・はじめこどもクリニ
ック・ゆかわ脳外科・アルテ・賢治の広場・イトーヨーカドー・古民家 cafe ほっこり・おいものせなか・フォルダ・ビッグハウス・しっぽ・産直あおぞら・
つたの輪・花城食彩館・案山子・ベルプラス東和店・マックスバリュ花巻店・なはんプラザ・男女共同参画センター・わこの家・花巻幼稚園・INDY500（順
不同・敬称略）。            チラシ置いても良いというお申し出、お待ちしています。 

花 巻 市 委 託 事 業 

☆「女性相談室」は、日々、10 時―15 時、相談をお受けいたします。（予約不要） 

子どものこと・仕事のこと・お金のこと・離婚のこと・DV のことなど、来所のほか、 

soudan@j yose i tokonom i r a i . o r g  のメール相談及び電話相談もできます。ご利用ください。無料です。 

☆「女性弁護士の無料法律相談」   原則毎月第２火曜日（10 月 8 日・13：30～15：30） 

※11 月の女性弁護士（石井惠子氏）相談は 12 日（火）となります（相談料は無料です）。事前の予約が必要です。 

ご予約は、2 週間前から“アンの家 Ａｎｎｅ’ｓハウス0198-41-3310”で受け付けております。 

途中から
のお申込
もＯＫ！ 

お電話でお申し込み頂けます。ホームページ（h

ttps://jyoseitokonomirai.org/archives/18

45）からのお申し込みも OK よ！ 

 

『 』 
ステージ２ 演習例：エクセルの名簿から葉書のあて名印刷 他 

10 月 4 日(金)・18 日(金)・25 日(金)     
     10 時～12 時  要予約（定員 20 名） 

☆まなび学園パソコンルームでの開催です☆ 
【第 3 ステージ予告】 

11 月 8・15・22・29 日 12 月 6・13・20・27 日（計 8 回） 
 

参加費：300 円（1 ステージ 8 回分） 水先案内人：佐々木和彦さん 
  （日本宇宙少年団花巻分団） 

https://jyoseitokonomirai.org/needs
https://jyoseitokonomirai.org/archives/1845）からのお申し込みもOKよ
https://jyoseitokonomirai.org/archives/1845）からのお申し込みもOKよ
https://jyoseitokonomirai.org/archives/1845）からのお申し込みもOKよ

