秋田県母子寡婦福祉連合会60年のあゆみ
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母 子 連 の あ ゆ み
県内未亡人会約３０組織結成
全国未亡人代表会議へ秋田県より２名出席
秋田県未亡人会連合会結成（９・９） 初代会長 和崎ハル結成大会を開く。
◎全県３４未亡人団体をもって設立事務局を県社協に置く。
母子福祉資金貸付等に関する法律制定に伴い、概ね全県市町村に未亡人会が設立
され、同時に都市別連合会組織の結成が進められた。
第一回母子福祉大会
県未亡人連合会集会を開催 講師 山高しげり氏（母子福祉の創始者）
北海道・東北未亡人団体代表会議開催 於秋田県（二日間）
第一回県母子家庭のど自慢コンクール
母子福祉資金貸付法制定５周年記念全県母子福祉大会開催
◎当時の県知事の着想に基づく母子福祉対策の一つとして内職・清掃事業を目的と
する団体を設立（財団法人秋田母子福祉会）
◎母子家庭の児童が就職する場合の身元保証人対策を県に陳情する。
県知事が県母子家庭児童の身元保証人となることに決まる。
◎組織の拡充とその活動に対し、県連合会の在り方に、次第に公共的要請が強くな
り、法的人格をもつ必要に迫られ、準備を進める。
◎県社会福祉協議会所有の母子寮と元授産施設の遊休建物の無償譲渡を受け、基
本財産として法人化を進め厚生大臣へ認可申請をする。
事務局を県社協から秋田母子寮に移す。
「社会福祉法人秋田県母子福祉連合会」として厚生大臣の認可を受ける。（昭和37・
10・27）
「秋田県未亡人会連合会」を「社会福祉法人秋田県母子福祉連合会」に改組する。
収益事業及び母子家庭の職場開拓事業として、①県児童会館の食堂・掃除を実施
する（昭和45・３迄）②県の出先機関である地方総合庁舎の掃除と食堂経営を委託
契約し、郡団体で実施する。
◎北海道・東北母子福祉会議開催 秋田県当番
於秋田市
お母さん貯金旅行実施 裏磐梯 会員相互の親睦交流を図る。
「秋田県母子寮」当会に運営移管
昭和１６年恩賜財団軍人援護会秋田県支部が軍人派遣家族を収容する母子寮とし
て開設認可され、県社会福祉協議会で運営、当会法人化により運営を移管されたも
のである。（昭和38・１・10） （秋田市南通築地２～６）
お母さん貯金旅行 大島めぐり
お母さん貯金旅行 松島・蔵王
「あきた保育園」設立運営（昭和36年県社協より無償譲渡を受けた遊休施設を改造）
（秋田市南通築地２～６）
母子福祉法制定に感激！ 全国団体を先頭に各県団体が運動した成果である。
日赤病院の掃除を実施（昭和43・８迄）
お母さん貯金旅行 日光・成田山詣で
母子家庭指導者研修会（ブロック別）６ヶ所
母子家庭の子女の座談会
県母子福祉会議（９・９） 児童会館
北海道・東北母子福祉会議 宮城県
お母さん貯金旅行 十和田湖方面
｢母子福祉だより」 発行
母子福祉団体指導者研修会９ヶ所
県母子福祉大会（８・２８） 児童会館
北海道・東北母子福祉会議 岩手県
お母さん貯金旅行 北海道道南
掃除・食堂経営事業実施団体連絡会議
「母子福祉だより」 発行
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月
６月 母子家庭指導者養成講習会（ブロック別）５ヶ所
７月 母子福祉団体代表者会議（ブロック別）９ヶ所
８月 県母子福祉大会（８・２２） 児童会館
北海道・東北母子福祉代表者会議 青森県
９月 お母さん貯金旅行 善光寺・永平寺
「母子福祉だより」 発行
４月 六代目会長故土井クニヱ氏（43・３逝去）勲五等瑞宝章叙勲
９月 県母子福祉大会（９・３） 児童会館
北海道・東北母子福祉会議 山形県
10月 お母さん貯金旅行 富士山・伊豆半島
「母子福祉だより」 発行
４月 母子福祉団体実態調査
母子家庭指導者研修会（ブロック別）３ヶ所
８月 県母子福祉団体代表者大会
10月 北海道・東北ブロック母子福祉会議（１０・１） 秋田県当番 於男鹿市
「母子福祉だより」 発行
３月 お母さん貯金旅行 房総・三浦半島
当会運営｢秋田母子寮」・「あきた保育園｣全焼（昭和４５・３・１０未明）
「母子家庭２５世帯が焼け出され母子２人が焼死、悲しく痛ましい事故であったが、
全国津々浦々からの暖かいはげましの救援物資・義援金により生気をとりもどし、
只々感謝の一言であった」とのこと。火災対策緊急理事会（３・１２）
５月 秋田県より県社会福祉施設整備資金を借受け、秋田県共同募金会と各郡市母子福祉
団体（物資頒布益県母連分充当）の協力を得て償還することとし、「秋田母子寮」・
「あきた保育園」の再建に着工する（昭和45・５・31）
７月 母子家庭指導者研修会（ブロック別）３ヶ所
９月 創立20周年記念県母子福祉大会（９・５） 教育会館
北海道・東北ブロック母子福祉会議 北海道
12月 「母子寮・保育園」建設完成（12・１） 鉄筋コンクリート造３階建 一階あきた
保育園、二・三階秋田母子寮－延1,490.85㎡（陸屋根４F)
「母子福祉だより」 発行
４月 郡市団体会長・副会長会議
９月 母子福祉団体中堅幹部養成研究会 （ブロック別） ８ヶ所
10月 県母子福祉大会（10・２） 産業会館
東北・北海道ブロック母子福祉研究集会 福島県
お母さん貯金旅行 高野山・伊勢詣
５月 郡市単位団体指導者研修会８ヶ所
９月 県母子福祉大会（９・１１） 産業会館（母子福祉資金並びに母子相談員制度制定20
周年記念）
東北・北海道ブロック母子福祉研究集会 宮城県
11月 お母さん貯金旅行 奈良・京都・琵琶湖
２月 故佐々木キヨ初代秋田県婦人相談所長の香典返寄付金を「こでまり資金」とする。
（故人の意志により母子寮入寮者へ生活つなぎ資金貸付金として運用）
４月 婦人保護施設「秋田県陽光園」の管理運営と「秋田県母子福祉センター」の運営並び
に「母子福祉対策業務」を県より受託（秋田市南通亀の町～４８・４・１）事務局を
母子寮より移す。
◎緊急理事会開催（婦人保護施設等運営受託に関する定款の変更等協議）
母子福祉センター事業開始（給食調理員養成講習会等）
９月 東北・北海道ブロック母子福祉研究集会 岩手県
「母子福祉だより」 第91号発行
お母さん貯金旅行 日光方面
11月 県母子福祉大会 産業会館
12月 給食調理員養成講習会 母子福祉センター
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月
１月 家庭奉仕員養成講習会 母子福祉センター
７月 母子福祉法制定10周年記念日に交通安全運動の一環として、「マスコット和紙人形」
を全県各郡市町村他へ贈る。（７・１）
給食調理員養成講習会 ３ヶ所
９月 お母さん貯金旅行 高山・日本ライン下り
10月 「母子福祉だより」 第92号発行
東北・北海道ブロック母子福祉研究集会 青森県
県母子福祉大会（10・27） 産業会館
11月 家庭奉仕員養成講習会 母子福祉センター
１月 「母子福祉だより」 第93号発行
３月 全県母子寮在寮中学卒業児へ記念品贈る。
６月 「母子福祉だより」 第94号発行
７月 全県母子寡婦家庭の実態調査
給食調理員養成講習会２ヶ所
９月 「母子福祉だより」 第95号発行
県母子福祉大会（９・６） 産業会館
10月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 山形県
11月 お母さん貯金旅行 四国・小豆島
「母子福祉会館建設」打合会
３月 清掃受託母子連郡市会長連絡会議
４月 「母子福祉だより」 第96号発行
６月 「こでまり資金」運営委員会
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会打合会
７月 給食調理員養成講習会 母子福祉センター
９月 お母さん貯金旅行 北海道道東
「母子福祉だより」 第97号発行
10月 ◎東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 秋田県当番 協働社大町ビル（10・７～
８） 講師 五代利矢子 氏
１月 家庭奉仕員養成講習会 母子福祉センター
「母子福祉だより」 第98号発行
４月 「母子福祉だより」 第99号発行
６月 会員の念願であった「秋田県母子福祉総合センター」新築落成（6・10）秋田市手形住
吉町４～26（現在地）（母子連事務局・陽光園・母子福祉センター入居）母子寡婦
会員の城となる！
７月 給食調理員養成講習会 母子福祉センター
８月 若年母子リーダー研修会 母子福祉センター
９月 お母さん貯金旅行 あぶくま洞・磐梯
県母子福祉大会（９・18）教育会館
「母子福祉だより」 第100号発行
10月 東北・北海道地区母子・寡婦福祉研究集会 北海道
11月 厚生大臣より感謝状授与
母子福祉資金貸付制度制定25周年全国母子寡婦福祉大会席上
家庭奉仕員養成講習会 母子福祉センター
12月 「母子福祉だより」 第101号発行
２月 法律に関する勉強会（県北地区）
お母さん貯金旅行 西九州
３月 法律に関する勉強会
「母子福祉だより」 第102号発行
５月 若年母子家庭リーダー研修会
「母子福祉だより」 第103号発行
８月 郡市母子連会長一泊研修 協働社大町ビル
９月 県母子寡婦福祉大会（９・17） 教育会館 講師 向山 清 氏

年 次
昭和53年

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

母 子 連 の あ ゆ み
月
９月 「母子福祉だより」 第104号発行
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 福島県
11月 お母さん貯金旅行 山陰・山陽方面
１月 「母子福祉だより」 第105号発行
２月 家庭奉仕員養成講習会 母子福祉センター
４月 「母子福祉だより」 第106号発行
５月 給食調理員養成講習会２ヶ所
８月 元県知事小畑勇二郎様より壱千万円のご寄付を頂き、「小畑母子福祉基金」を設定
（５４・８・７）
９月 お母さん貯金旅行 善光寺
全県母子家庭リーダー研修会 母子福祉センター
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 宮城県
10月 県母子寡婦福祉大会 教育会館 講師 倉田正義 氏
「母子福祉だより」 第107号発行
１月 「母子福祉だより」 第108号発行
２月 お母さん貯金旅行 南九州
４月 「母子福祉だより」 第109号発行
５月 経理事務講習会 母子福祉センター
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 岩手県
10月 県母子寡婦福祉大会 （10・12） 児童会館 講師 楢岡貞龍 氏
創立30周年‐記念誌 「道」発行
お母さん貯金旅行 富士五湖
２月 お母さん貯金旅行 沖縄
介護人養成講習会５ヶ所
３月 全県母子家庭リーダー研修会 母子福祉センター
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第１回目交付 10名
４月 「母子福祉だより」 第110号発行
６月 お母さん貯金旅行 佐渡
７月 給食調理員養成講習会２ヶ所
８月 お母さん貯金旅行 能登半島
経理事務講習会 （大館市）
８月 東北・北海道地区母子寡婦研究集会 青森県
９月 介護人養成講習会７ヶ所
10月 県母子寡婦福祉大会 （10・４） 児童会館
１月 「母子福祉だより」 第111号発行
３月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第２回目交付 10名
４月 寡婦福祉も法制化される。 ～感激！
「秋田母子寮」非常階段改修工事施行
５月 介護人養成講習会９ヶ所
６月 「母子福祉だより」 第112号発行
７月 お母さん貯金旅行 北海道
北海道・東北六県婦人保護研究協議会 秋田県当番 於男鹿市
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
経理事務講習会 母子福祉センター
８月 母子家庭指導者研修会 県北地区
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 山形県
｢寡婦福祉法」制定により｢社会福祉法人秋田県母子福祉連合会」の名称変更申請
（57・９・１）→「社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉連合会」厚生大臣認可（57・9・27）

昭和58年

10月 県母子寡婦福祉大会 （10・17） 児童会館 講師 鯉渕鉱子
１月 「母子福祉だより」 第113号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第３回目交付 10名

氏
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月
３月 お母さん貯金旅行 八丈島・身延山
全県母子家庭指導者研修会 母子福祉センター
６月 「母子福祉だより」 第114号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
８月 母子家庭指導者研修会２ヶ所
９月 介護人養成講習会７ヶ所
お母さん貯金旅行 高野山・奈良
10月 ◎東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 秋田県当番 協働社大町ビル 講師
小野清子 氏
11月 「母子福祉だより」 第115号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第４回目交付 19名
３月 「母子福祉だより」 第116号発行
５月 お母さん貯金旅行 お座敷列車～温海
７月 経理事務講習会２ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
８月 「母子福祉だより」 第117号発行
９月 県母子寡婦福祉大会 （９・９） 児童会館 講師 佐藤きえ子 氏
介護人養成講習会７ヶ所
10月 母子寡婦家庭指導者研修会２ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 北海道
◎「あきた保育園」創立20周年記念式典（59・10・28）
１月 「母子福祉だより」 第118号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第５回目交付 18名
４月 県母子連副会長藤原愛氏 勲五等瑞宝章叙勲 （平成２・10逝去）
６月 母子寡婦家庭技術講習事業21地区（母子寡婦家庭自立促進の為の新規事業県より
受託）
７月 「母子福祉だより」 第119号発行
経理事務講習会 母子福祉センター
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 福島県
介護人養成講習会８ヶ所
10月 県母子寡婦家庭指導者研修会 県南
県母子寡婦福祉大会 （10・13） 児童会館 講師 澤井セイ子 氏
お母さん貯金旅行 古牧温泉
11月 厚生大臣より表彰状授与(創立35周年記念全国母子寡婦福祉大会席上）
ワープロ講習会 経理専門学校
県母子寡婦家庭指導者研修会 （県北）
１月 「母子福祉だより」 第120号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第６回目交付 18名
３月 「母子福祉だより」 第121号発行
４月 八代目会長（故）須貝フミ氏「勲五等宝冠章」叙勲 （平成10・２逝去）
６月 母子寡婦家庭技術講習会17ヶ所
介護人養成講習会９ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 「母子福祉だより」 第122号発行
経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会 経理専門学校
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 宮城県
10月 県母子寡婦福祉大会 （10・5） 児童会館 講師 山田寛 氏
11月 県母子寡婦家庭指導者研修会 （県北・県南）
１月 「母子福祉だより」 第123号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第７回目交付 18名

年 次
昭和62年

昭和63年

昭和64年
平成元年

平成２年

母 子 連 の あ ゆ み
月
３月 全県母子寡婦家庭指導者研修会 母子福祉センター
「母子福祉だより」 第124号発行
４月 ｢母子家庭・寡婦及び父子家庭介護人派遣事業」を県より受託
秋田県婦人相談所一時保護所の給食業務を県より受託
５月 会員の就労実態調査
母子寡婦家庭技術講習会20ヶ所
６月 給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 「母子福祉だより」 第125号発行
経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会２ヶ所
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会
岩手県
９月 県母子寡婦福祉大会 （９・27） 児童会館 講師 対馬清造 氏
リーダー育成及び加入促進事業８ヶ所
介護人養成講習会11ヶ所
１月 「母子福祉だより」 第126号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第８回目交付 18名
４月 母子寡婦家庭技術講習会23ヶ所
６月 母子家庭リーダー育成及び加入促進事業10ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会６ヶ所
介護人養成講習会10ヶ所
「母子福祉だより」 第127号発行
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 札幌市（政令都市となり北海道母連より独
立～初当番）
９月 県母子寡婦福祉大会 （９・25） 児童会館 講師 佐藤嘉作 氏
10月 お母さん旅行 岩手県陸中海岸・遠野
１月 「母子福祉だより」 第12８号発行
◎昭和から平成へ 平成元年１月８日
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第９回目交付 18名
６月 母子寡婦家庭技術講習会23ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
「母子福祉だより」 第129号発行
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 青森県
法律相談５ヶ所
ワープロ講習会４ヶ所
９月 リーダー育成及び加入促進事業11ヶ所
10月 県母子寡婦福祉大会 （10・８） 児童会館 講師 石川嘉明 氏
介護人養成講習会10ヶ所
11月 『アトリオン』オープン記念｢婦人の祭典」へ参加
１月 「母子福祉だより」 第130号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第10回目交付 18名
３月 全県母子家庭指導者研修会 アトリオン
「母子寡婦家庭技術講習事業」 廃止
４月 『母子家庭等生活指導強化事業』を県より受託 28ヶ所で実施
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会６ヶ所
「母子福祉だより」 第131号発行
８月 母子寡婦家庭リーダー育成及び加入促進研修会８ヶ所
９月 設立40周年記念県母子寡婦福祉大会 （９・９（日）～結成日）
於 秋田県総合生活文化会館
（アトリオン）音楽ホール 講師 渡部誠一郎 氏
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平成３年
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介護人養成講習会９ヶ所
全県母子家庭指導者研修会 於アトリオン
「母子福祉だより」 第132号発行
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第11回目交付 16名
設立40周年記念誌「蕗のとう」発行
母子家庭等生活指導強化事業32ヶ所
「母子福祉だより」 第133号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
経理事務講習会 母子福祉センター
母子寡婦グループ化促進事業９ヶ所
◎東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 秋田県当番 秋田キャッスルホテル
講師 佐藤 令 氏
ワープロ講習会４ヶ所
介護人養成講習会８ヶ所
全県母子家庭指導者研修会 於アトリオン
「母子福祉だより」 第134号発行
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第12回目交付 17名
母子家庭等生活指導強化事業27ヶ所
「母子福祉だより」 第135号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
介護人養成講習会９ヶ所
経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会４ヶ所
母子寡婦グループ化促進事業８ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 北海道洞爺湖温泉
県母子寡婦福祉大会（10・４） 児童会館 講師 佐藤武三 氏
全県母子家庭指導者研修会 於アトリオン
「母子福祉だより」 第136号発行
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第13回目交付 17名
「サークル･エスポワール」 県母子連母子部会結成（６・２２）
母子家庭等生活指導強化事業38ヶ所
「母子福祉だより」 第137号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
母子部代表者会議
母子福祉センター
経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会４ヶ所
介護人養成講習会９ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 福島県会津若松市
県母子寡婦福祉大会（10・９） 児童会館 講師 辻田与五郎 氏
全県母子部指導者研修会 母子福祉センター
「母子福祉だより」 第138号発行
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第14回目交付 16名
「母子福祉だより」 第139号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
母子家庭等生活指導強化事業37ヶ所
経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会５ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 宮城県
秋田県母子寡婦福祉大会（10・９） 児童会館
講師 佐藤夙 氏
介護人養成講習会１１ヶ所

年 次
平成７年

平成８年

平成９年

平成10年

母 子 連 の あ ゆ み
月
１月 「母子福祉だより」 第140号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第15回目 交付
６月 「母子福祉だより」 第141号発行
母子家庭等生活指導強化事業34ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
7月 経理事務講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会４ヶ所
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 岩手県
10月 設立45周年記念 県母子寡婦福祉大会（10・１） 児童会館 講師 山谷初男 氏
全県各会長及び母子部代表者研修会 母子福祉センター
11月 介護人養成講習会１１ヶ所
１月 「母子福祉だより」 第142号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第16回目交付 16名
４月 いきいきふれあい交流事業（ひとり親家庭の福祉の向上と児童の健全な育成を図る
ための新規事業県より受託、３年毎に見直しあり） ８ヶ所実施
７月 「母子福祉だより」 第143号発行
経理事務講習会 母子福祉センター
８月 母子家庭等生活指導強化事業58ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
介護人養成講習会10ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 札幌市
９月 ワープロ講習会３ヶ所
県母子寡婦福祉大会（9・29） 児童会館 講師 山崎澄子 氏
10月 全県各会長及び母子部代表者研修会 県社会福祉研修センター
１月 「母子福祉だより」 第144号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第17回目交付 17名
４月 秋田市が中核都市となり、母子福祉センター事業は県・市の委託事業となる
いきいきふれあい交流事業８ヶ所
５月 母子家庭等生活指導強化事業64ヶ所
６月 「母子福祉だより」 第145号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
８月 ワープロ講習会６ヶ所
東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 青森県
９月 秋田県母子寡婦福祉大会（９・28） 児童会館
講師 鈴木元彦 氏
10月 全県各会長及び母子部代表者研修会 県社会福祉研修センター
11月 介護人養成講習会７ヶ所
１月 「母子福祉だより」 第146号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第18回目交付 17名
３月 八代目会長（故）須貝フミ氏「従六位」叙位(２月逝去）
母子家庭等就労促進情報収集事業対策会議 母子福祉センター
４月 「秋田母子寮」を｢秋田わかばハイム」に名称変更（４・１）
いきいきふれあい交流事業９ヶ所
６月 「母子福祉だより」 第147号発行
母子家庭等生活指導強化事業65ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会５ヶ所
７月 介護人養成講習会５ヶ所
経理事務講習会 母子福祉センター
10月 県母子寡婦福祉大会（10・４） 児童会館 講師 宮越道晃 氏
全県各会長及び母子部代表者研修会 （中央シルバーエリア）
11月 全国母子寡婦指導者研修大会並びに東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 仙台市

年 次
平成11年

平成12年

平成13年

平成14年

平成15年

母 子 連 の あ ゆ み
月
１月 「母子福祉だより」 第148号発行
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第19回目交付 17名
４月 父子家庭等児童訪問援助事業（新規事業県より受託）
いきいきふれあい交流事業（事業名変更）→さわやか親子ふれあい交流事業15ヶ所
６月 「母子福祉だより」 第149号発行
母子家庭等生活指導強化事業53ヶ所
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
ワープロ講習会６ヶ所
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
９月 介護人養成講習会６ヶ所
秋田県母子寡婦福祉大会 （９・26） 児童会館
表彰式を行う（平成12年分）
講師 笹元嘉辰 氏
10月 母子部代表者研修会 母子福祉センター
11月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 山形県
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第20回目交付 16名
４月 さわやか親子ふれあい交流事業16ヶ所
母子家庭等生活指導強化事業27ヶ所
６月 「母子福祉だより」 第150号発行
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 ワープロ講習会７ヶ所
経理事務講習会 母子福祉センター
９月 ◎東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 （９・９～10）秋田県当番 ホテル鹿角
講師 あゆかわ のぼる氏
11月 介護人養成講習会４ヶ所
２月 創立５０周年記念誌－「蕗のとう」発行（２・１）
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第２１回目交付 17名
３月 全母子協 母子リーダー研修会 東京都（３・３）
４月 さわやか親子ふれあい交流事業13ヶ所
郡市会長会議（4・25）
６月 「母子福祉だより」第151号発行（６・30）
給食調理員養成講習会 母子福祉センター
７月 経理事務講習会 母子福祉センター
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 北海道（８・25～26）
９月 全国母子寡婦福祉大会 和歌山県（９・８～９）
秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・30）
10月 ワープロ講習会４ヶ所
11月 母子部代表者研修会(11・３）
介護人養成講習会５ヶ所（11月～2月）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第22回目交付 16名
４月 さわやか親子ふれあい交流事業17ヶ所
母子福祉センター事業パソコン講習会等（この年で事業終了）
母子家庭、寡婦及び父子家庭介護人派遣事業７世帯
ひとり親家庭児童訪問援助事業15世帯
郡市会長会議（４・25）
６月 「母子福祉だより」第152号発行（６・30）
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 福島県（９・７～８）
秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・28）
10月 全国母子寡婦福祉大会 熊本県（10・19～20）
11月 母子部代表者研修会(11・３）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第23回目交付 17名
３月 東北・北海道地区母子部長会議 宮城県（３・23）

年 次
平成15年

平成16年

平成17年

平成18年

母 子 連 の あ ゆ み
月
４月 さわやか親子ふれあい交流事業16ヶ所
ひとり親家庭生活支援講習会15回実施
ひとり親家庭日常生活支援事業１世帯派遣
ひとり親家庭児童訪問援助事業16世帯派遣
郡市会長会議（4・25）
７月 母子部代表者研修会(７・20）
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 岩手県（８・30～31）
９月 全国母子寡婦福祉大会 福井県（９・７～８）
秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・26）
１月 「母子福祉だより」第153号発行（１・15）
「小畑母子福祉基金学術奨励金」第24回目交付 16名
４月 ひとり親家庭地域ふれあい交流事業15ヶ所（さわやか親子ふれあい交流事業の事業
名変更）
ひとり親家庭生活支援講習会８回実施
ひとり親家庭日常生活支援事業３世帯派遣
ひとり親家庭児童訪問援助事業７世帯派遣
郡市会長会議（4・21）
７月 母子部代表者研修会(７・４）
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 札幌市（８・28～29）
９月 秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・26）
10月 全国母子寡婦福祉研修大会 広島県（９・９～10）
秋田わかばハイム・あきた保育園の改築着工（10・19）
１月 「母子福祉だより」第154号発行（１・15）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第25回目交付 15名
３月 全国母子リーダー研修会 東京都（３・13）
４月 ◎母子寡婦雇用促進対策事業部及び秋田県ひとり親家庭就業・自立支援センターを
統合（４・１）
母子家庭等への就業支援サービス事業、就業支援講習会等の事業及び生活支援サー
ビス事業を開始
ひとり親家庭地域ふれあい交流事業15ヶ所
ひとり親家庭日常生活支援事業15世帯派遣
ひとり親家庭児童訪問援助事業４世帯派遣
５月 郡市会長会議（５・13）
７月 母子部代表者研修会(７・３）
秋田わかばハイム・あきた保育園の改築工事 建物完成（７・26）
８月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研究集会 青森市（８・27～28）
10月 秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（10・２）
11月 母子部代表者研修会（11・27）
全国母子寡婦福祉研修大会 茨城県（11・27～28）
12月 秋田県陽光園の指定管理者に決定（12・16） 指定期間 平成18・４・１～23・３・31
１月 「母子福祉だより」第155号発行（１・15）
◎秋田わかばハイム・あきた保育園の改築工事 全体完成（１・31）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第26回目交付 13名
４月 ひとり親家庭地域ふれあい交流事業９ヶ所
ひとり親家庭就業自立支援事業
ひとり親家庭日常生活支援事業12世帯派遣
ひとり親家庭児童訪問援助事業５世帯派遣
郡市会長会議（４・26）
７月 母子部代表者研修会（７・９）
９月 秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・10）
東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会 宮城県（9・23～24）
10月 全国母子寡婦福祉研修大会 北海道（10・29～30）
11月 母子部代表者研修会（11・19）

年 次
平成19年

平成20年

平成21年

平成22年

母 子 連 の あ ゆ み
月
１月 「母子福祉だより」 第156号発行（１・15）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第27回目交付 11名
４月 「あきた子育て緊急サポートネットワーク事業」 厚生労働省から受託
ひとり親家庭地域ふれあい交流事業９ヶ所（県補助打ち切り）
ひとり親家庭就業自立支援事業
ひとり親家庭日常生活支援事業６世帯派遣
ひとり親家庭児童訪問援助事業３世帯派遣
郡市会長会議（４・25）
７月 母子部代表者研修会（７・１）
９月 東北・北海道地区母子寡婦福祉研修大会 山形県(９・１～２）
秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・９）
10月 全国母子寡婦福祉研修大会 徳島県（10・20～21）
11月 「あきた子育て緊急サポートネットワーク事業」 秋田市を中心に事業開始
活動実績４９件
母子部代表者研修会（11・11）
１月 「母子寡婦福祉だより」 第157号発行（１・15）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第28回目交付 15名
４月 「あきた子育て緊急サポートネットワーク事業」厚生労働省から受託 活動実績165件
ひとり親家庭就業自立支援事業
ひとり親家庭日常生活支援事業４世帯派遣
親子交流会10ヶ所
郡市会長会議（４・25）
６月 母子部代表者研修会（６・29）
７月 「あきた子育て緊急サポートネットワーク事業」 横手市でも事業開始
８月 ◎東北･北海道地区母子寡婦福祉研修大会 秋田県当番
秋田ビューホテル（８・30～31） 講師 浅利香津代 氏
９月 厚生労働省から「緊急サポートネットワーク事業」の廃止とファミリーサポート事業
への統合通知、10割直接補助から市町村への交付税算定に切り替え
10月 全国母子寡婦福祉研修大会 京都府（10・５～６）
11月 「あきた子育て緊急サポートネットワーク事業」からの撤退を決定
母子部代表者研修会（11・９）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第29回目交付 14名
４月 ひとり親家庭就業自立支援事業
親子交流会10ヶ所
５月 郡市会長会議（５・14）
６月 「母子寡婦福祉だより」 第158号発行（６・15）
７月 母子部代表者研修会（７・５）
｢在り方検討会議」を設置 県母子連の将来構想について検討開始（７・23）
９月 秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（９・６） 講師 佐藤清子 氏
10月 全国母子寡婦福祉研修大会 福岡県（10・18～19）
11月 母子部代表者研修会（11・15）
２月 「小畑母子福祉基金学術奨励金」第30回目交付 16名
３月 「社会福祉法人秋田県母子寡婦福祉連合会の在り方検討結果」を会長へ報告
県知事に対し秋田県陽光園の存続等4点にわたる要望書を提出（３・25）
４月 ひとり親家庭就業自立支援事業
親子交流会１１ヶ所
郡市会長会議（４・30）
６月 「母子寡婦福祉だより」 第159号発行（６・30）
７月 母子部代表者研修会（７・11）
８月 創立60周年記念秋田県母子寡婦福祉大会 児童会館（８・29）
マジック ブラボー中谷 氏
創立60周年記念誌－「蕗のとう」発行（８・29）

