
私はその日まで、全く夫を疑う事無く
普通に暮らしていました。ある日突然
借金の山を見せられ、どうにか返し
た矢先、またもやの山。すぐさま離婚
をして、どうにか子ども達を守らない
と…と思いました。

母子世帯であってもどうにかしてくれ
る不動産屋もあり、いろいろとお金
はかかりましたが何とか住む場所を
確保しました。仕事をしながら、部屋
探し引っ越しと精神的に本当に辛か
ったです。

愚痴や泣き言を
吐き出すことで
気持ちがスッキリ

友達に電話やLINEで、この様な話
や泣き言ばかりでは、きっと迷惑だろ
うとか、なかなか自分の気持ちを吐
く場所も無く、そんな時、区役所にあ
る「豆の木相談室」で愚痴や泣き言
など何でも聞いてもらいました。どう

にもならないと思っていても、ただ言
葉を吐き出すだけで気持ちは少しス
ッキリして助かりました。

その後は、家賃の問題。東京都住ま
いで、母子でパートで、月85,000円
の家賃は過酷です。（子どもが多い
ため3DKからしか貸してもらえず）
都営住宅の募集が毎年数回あり、
子どもの学校の距離を考えつつ応
募をしたところ、何とか当たり引っ越
し出来る事になりました。家賃は格
段に安くなります。

それでも困った時、「緊急小口資金
の貸付」という制度があり、社会福
祉協議会に電話して用紙を送っても
らいました。手続きをしてお金を口座
に振り込んでもらいどうにか生活して
きました。

お金や、自分の気持ちも…本当大切
ですが、やはり子どもを育て、食べさ
せていくというのは大変で、民間の

フードパントリーの食料支援には本
当に助けられました。お米や野菜、
お菓子などを頂けてどんなに助かっ
た事か…。感謝しております。

親の心の安定も大切に

色々なご家庭があり、それぞれに問
題や不安などあると思います。けれど、
その絶望感や不安の中でも、模索し
どうにか救われる形があると思います。
親として、何が一番大事か？やはり
子どもをちゃんと育てる、食べさせる
事も本当に大事ですが、子どもの心
のケアも大事だと思います。

けれど、親である私達が経済的、精
神的に不安定過ぎると、子どもの心
のケアまでも出来なくなってしまいま
す。区役所、パントリーなどいろいろ
地域によって違うかも知れませんが、
調べて助けてもらう事が大切だと思
います。

日々 、仕事に子育てに一生懸命で、「甘えちゃダメだ、人に頼っちゃダメだ」
「辛いことがあっても、弱音を吐けない」とひとりで頑張り過ぎていませんか？

ひとり親だからといって、すべてをひとりで抱え込む必要はありません。知識の豊富な専門家や相談窓口、
さまざまな支援制度など、周りにはあなたに手を差し伸べて、支えてくれる人はたくさんいます。

上手に利用して、この大変な時期を乗り切りましょう。

大切なのは、調べて助けてもらうこと
A.Kさん（40代・足立区在住）

コロナ禍の時期だから、助けられ上手になろう！

今号のテーマ「受援力」
助けを

受ける力

ひ とり 親 家 庭 を 応 援 す る 情 報 紙
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6
頼む理由は

言い訳がましくなく簡潔に
「子どもがなくしちゃって」ではなく

「今、持っていなくて」 
「重くて大変なんです」ではなく、

「量が多くて」など

2
相手の名前を呼ぶ

名前を呼ばれると親しみをもち
意識を傾けてもらい

やすくなります

4
先にお礼を言おう

「すみません」より、
「ありがとうございます！」

「助かります！」

5
頼む内容から

ズバッと
「～してもらえないかな」

「～を貸してもらえますか」

7
喜ぶ

「あ~良かった、助かった」
「困っていたんですが、

ひとりでは何ともならなくて。
本当にうれしい！」

3
まず相手の
都合を聞く

「今、ちょっといいですか」
「お時間大丈夫ですか」

コロナ禍の
受援力UP
大作戦
助けが必要なときでも、「頼ったら、迷惑と思われるかも」

「周りからどう思われるかしら」などと考えて、
ついひとりで頑張っていませんか。
人はもともと誰かに頼られたい生き物。お願いごとは、
人に迷惑をかけることではなく、
あなたを信頼していますという証拠です。
相手の「人助けをしたい力」を上手に引き出して、
コロナ禍を乗りきりましょう。

「こうなったのは自分の責任だし...」と自分を責め続け
ると、助けてと言えずに孤立してしまいます。どんな理由
でも助けを求めて大丈夫です！

「あなたはすごいね」「偉いね」「よく出来たね」などの、
「あなた」が主語のYOUメッセージは受け取ってもらえ
ないことがあるかも。「私はあの一言で励まされました」

「あなたのおかげで本当に助かりました」のような、
「私」が主語のIメッセージの方が受け取ってもらいや
すいですよ。

引用　吉田穂波（医師・医学博士)　「受援力ノススメ」のパンフレットより
参考『「時間がない」から、なんでもできる！』吉田穂波著 サンマーク出版

CHECK!!
受援力とは...

助けを求め、助けを受ける
心構えやスキル
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人の力を引き出す言葉、
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1
笑顔で丁寧な言葉で

相手を尊重していることが
伝わります



 ③受験生チャレンジ支援貸付
東京都在住の方向けの制度です。中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方を対象に塾費用(
上限20万円）や受験料（中学生は上限2万7400円、高校生は上限8万円）を無利子で貸付け
ます。さらに高校・大学等に入学した場合、返済が免除されます。中途退学した方の再チャレンジ
にも利用可能です。
受験シーズンに向けてお子さんの塾代、受験料にお悩みの方、ぜひご利用を！

①～③の支援制度は、全て社会福祉協議会で手続きをします。①緊急小口資
金と②総合支援資金は、事前に電話をしていきましょう。

「社協」の略称でも知られ、民間の社会福祉活動を推進することを目的とし
た非営利民間組織です。
以下のサイトは、東京都の社会福祉協議会一覧で、各市区町村ごとのリンク
が掲載されています。

手続きは、お住まいの区市町村の社会福祉協議会まで 

申請期間が令和3年11月末日まで延長。詳しくは厚生労働省のホームページまで
https://corona-support.mhlw.go.jp/

https://bit.ly/3oXl4u7

https://www.tcsw.tvac.or.jp/shikuchoson/shakyo.html

詳しくはこちら

コロナ禍の助かる支援制度
コロナ禍での休業や失業などで収入が減ったり、予定外の出費が増えたりと、
お金にお困りのご家庭が多いのではないでしょうか。国や東京都の支援制度を

上手に利用するのも受援力のひとつ。ぜひ利用を検討してみてくださいね。

 ②総合支援資金
コロナで生活の立て直しが必要になった場合など
に、一定期間（原則3カ月以内）貸付を受けられ
るもので、貸付の限度額は2人以上の世帯は月
20万円までとなっています。償還時に住民税非課
税世帯は返済を免除されます。

緊急小口資金の
利用後、

さらに必要な方に

　　社会福祉協議会What’s

受験生チャレンジ支援貸付事業 検  索

 ①緊急小口資金
コロナで収入が減った方で一時的に賃
金が必要な場合に、20万円を限度に貸
付を受けられます。償還時に住民税非課
税世帯は返済を免除されます。

すでに
271万人が利用！



支援の内容

はあとに相談して、子どももパパもママも元気に！

❺グループ相談会
ひとり親の方やひとり親になる前の方
が同じ立場の方と交流いただける場で
す。毎回テーマを設けて、専門家のお
話をお聞きし、それについて、悩みや
気になることを話し合います。テーマや
開催日、会場については、HPでご確認
ください。区部及び市部で実施します。

安心して暮らすために、日常生活に関すること、養
育費についての相談や離婚前後の法律相談、面会
交流支援を行っています。〈移転しました〉

ひとり親家庭の就業に関する相談を行っています。
応募書類の作成と添削、面接対策、適職診断、マネ
ー相談などの支援を受けることができます。

はあと多摩では、生活に関する相談も仕事に関す
る相談もお受けします。養育費についての相談や離
婚前後の法律相談、面会交流支援、グループ相談
会なども行っています。

●相談:03-6272-8720
　
〒102-0072
千代田区飯田橋3-4-6
新都心ビル 7階

電話 ：03-6261-7303
FAX：03-6261-7319
E-mail：
info@haat.or.jp

〒102-0072
千代田区飯田橋3-10-3
東京しごとセンター７階
TEL：03-3263-3451
FAX：03-3263-3452
E-mail：
iidabashi@haat.or.jp

〒190-0012
立川市曙町2-8-30
立川わかぐさビル４階
TEL：042-506-1182
FAX：042-506-1194
E-mail：
tama@haat.or.jpJR「飯田橋駅」東口 徒歩5分 

東京メトロ東西線「飯田橋駅」A5出口 すぐ
地下鉄各線「飯田橋駅」A2出口 徒歩5分

JR「飯田橋駅」東口 徒歩7分
大江戸・有楽町線・南北線「飯田橋駅」A2出口 徒歩7分 
東西線「飯田橋駅」A5出口 徒歩4分

＊本事業は東京都からの委託を受け、⼀般財団法⼈東京都ひとり親家庭福祉協議会 と 認定NPO 法⼈しんぐるまざあず・ふぉーらむが運営しています。(令和 3 年 10 ⽉)

JR「立川駅」北口徒歩5分
多摩都市モノレール「立川北駅」徒歩4分

こちらでは❷❸❹❻❼が利用できます
こちらでは❶が利用できます こちらでは❶❷❸❹❺❼が利用できます詳しくは 03-6272-8720 詳しくは 03-3263-3451 詳しくは 042-506-1182

○：9:00-17:30  ●:9:00-20:30 ○:9:00-17:30  ●:9:00-20:30
※面接相談は⽉〜土（予約制） ○:9:00-17:30  ●:9:00-19:30

❻離婚前後の
親支援講座

ひとり親の方や離婚前の方などに向
けて、子どもの健やかな育成という
視点から、離婚後の暮らしや養育費
や面会交流などについてともに学
び、体験談を聞き話し合うセミナー
です。

❼面会交流支援
面会交流の取り決め後、相手と直接
会うのが難しい場合などに、実施まで
の連絡調整、当日の子供の受渡し、付
き添い等の支援を行います。原則⽉１
回、１年間ご利用いただけます。利用
には収入等⼀定の条件があります。

私たちはひとり親家庭を応援します！
はあとでは、ひとり親家庭それぞれの事情に合わせた 相談や支援を⾏っています。

（〈はあと〉は移転し、電話番号も変わりました！）

生活のことならはあと 仕事のことならはあと飯田橋 生活でも仕事でもはあと多摩

❶就業相談・就業支援・
職業紹介

仕事探しの相談や応募書類の書
き方、面接のアドバイスをいたしま
す。適職診断ツールを使った個別
相談や、マネー相談、ライフプラン
セミナ－を含めたキャリアアップ支
援も行っています。

❷生活相談
ひとり親になるとき、なったとき、
ひとり親ならではの暮らしの悩
み、子育ての不安などさまざま
な相談に応じます。

❸養育費相談
子どもの成長に必要な養育費の
取り決めなどについて相談に応
じます。養育費⼀般相談は通年。
専門相談は予約制です。

❹離婚前後の
法律相談

離婚前後の親権、婚姻費用、慰謝
料、財産分与などについて、離婚
問題に精通している弁護士が、法
律的な助言を行います。20歳未
満の子どもがいる母親または父
親が対象です。

「お役立ち情報」・「イベント・セミナー情報」をメールで配信しています。ご希望の方は気軽に登録してください。
ひとり親家庭のご友人などにもご紹介ください。

東京都ひとり親家庭支援センターではメールマガジンを配信しています。

東京都ひとり親家庭支援センター http://www.haat.or.jp/登録はこちらから


