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ひとり親家庭への福祉活動にご賛同くださる個
人、法人の賛助会員を募集しております。

当会の活動趣旨をご理解いただき、ご支援、ご
協力くださいますようお願い申し上げます。

当連合会では活動資金調達の為様々な収益事業を行っています。
取扱商品等の詳細につきましては、当連合会HPをご覧下さい。

収益事業について

看護学校受験対策講座について
　県内3会場において43名が受講し、13名が合格しました（令和3年11月末現在）。

　令和4年3月下旬に合格体験発表会、4月には講座説明会の開催を予定しています。ご興味のある方はお気軽に参加して下さい。

資格取得セミナー
　今年度も埼玉県看護協会のご協力を頂き、緊急事態宣言下の為、急遽オンライン形式に変更して8月29日（日）に開
催しました。第1部の看護師資格では学校法人村上学園専門学校日本医科学大学校から講師と体験発表者を、第2部
の医療事務資格では株式会社ニチイ学館大宮支店から講師をお迎えし、お話をして頂きました。

【協力企業と商品・サービス】個人賛助会員：（１口）1,000円
法人賛助会員：（１口）3,000円　

ホームページ
http://www.saiboren.or.jp　

公式ライン

【賛助会員（個人・団体（法人））募集！】

埼玉県母子連 検 索

ひとり親家庭のお役立ち
情報をいち早くお届け！
お友だち登録をお願いし
ます（登録無料）。

～新しい年を迎えて～ 会長　是枝くみ子

　新年、明けましておめでとうございます。ひとり親家庭の皆様また会員の皆様には、お健
やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　昨年も一昨年と同様、新型コロナウイルスに振り回されながらの生活でした。1年延期の
オリンピックも無観客開催となり、一喜一憂でテレビ観戦しました。 ワクチン接種の予約を
取るのに一苦労した人、後遺症が出た人、子供への感染の心配と、それぞれ毎日が落ち着
く間もない大変な一年だったことと思います。
　このような状況の中ですが、関東地区母子寡婦福祉研修大会が埼玉県で9月25日開催の予定です。コロナ禍の状
況を見ながらの計画を進めております。この関東ブロック大会開催に向け費用を捻出する為、会員の皆様には素麺
等の販売にご協力を頂き心より御礼申し上げます。大会の詳細については追って連絡致しますのでご協力をお願い
致します。（昨年は静岡市でしたが誌面開催となりました。）
　また、当連合会は「埼玉県母子寡婦福祉連合会」の名称で長年皆様に愛されてまいりましたが、昨今の状況を踏ま
え、この度「埼玉県ひとり親福祉連合会」に変更することに決まりましたことを報告致します。
　本年もひとり親家庭の皆様、地域の中で孤立することなく、横の繋がりを持って連絡し合い励まし合って乗り切りま
しょう。この一年もご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

併せて、当連合会の愛称を募集します～募集期限は3月末まで（メール又はFAX）～
ご応募頂いた中から皆さんの意見を聞いて決定します!

私たちの名前が変わります!私たちの名前が変わります!私たちの名前が変わります!
令和4年3月1日から埼玉県ひとり親福祉連合会に、どうぞよろしくお願い致します。

【合格した受講生Aさんの声】
家事、仕事、子育てと日々色々なことに追われる毎日で、勉強も10年以上していなかったので、全て忘れてい
るし、受験しても受かるのか不安でした。
授業に参加するようになり、先生が優しく教え方がとても上手で少しずつ理解できるようになりました。面接
練習もして頂き面接では緊張せず受け答えもスムーズに笑顔で出来たので、とても感謝しています。一人では
合格出来なかったと思います。
担当の先生に教えて頂けて本当に良かったです。ありがとうございました。

〇株式会社 堀内八郎兵衛

〇島手そうめん販売株式会社

〇明治座

　私たちは、現在会員世帯数24世帯で活動しております。年間の行事としては、日帰り研修旅行、講習会(お菓子や季節
の小物作りなど)、地元の埼玉西武ライオンズ団体観戦など子供から大人まで楽しめるようなイベントを行い、会員同
士の交流を大切にしております。昨年からのコロナ禍の為、ひまわり会としても活動を自粛しています。会員の様子も
分からない為、元気に過ごしているか手紙を出しました。また、役員全員と所沢市社会福祉協議会の方と相談し、何が
必要か何が出来るかを考えて、地域の方達のお力も借りてフードパントリーを行いました。やはりコロナ禍により仕事
の時間を減らされたり仕事が無くなったりと、日々の生活に苦労している方が多かった為、このフードパントリーは大
変好評でした。また、ひとり親の相談会も不定期ですが開いております。お気軽にいらして下さい。詳しくは、所沢市社
会福祉協議会へお問い合わせ下さい。早くコロナが収まり、以前のような行事や地域のイベントが出来るようになる
ことを心から願うばかりです。

～所沢市母子寡婦福祉会（ひまわり会）～

会長　楠田利花

母 子 会 紹 介

母子福祉会に入りませんか 母子福祉会は、ひとり親家庭の皆さんに、
必要な生活情報などをお届けします

入会、その他母子会に
ついての

お問い合わせは

（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会
〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5　埼玉県浦和合同庁舎内
TEL 048-822-1951　FAX 048-822-1955　e-mail:info@saiboren.or.jp

麵つゆや昆布など
冬は手延べうどん・そば、ちゃんぽん・
皿うどん、夏は手延べそうめん・冷や麦
有名スター公演の観劇会

　昼間は仕事があり相談することができないかたへ、平日（月～金 9：00－17：00）の他、毎月第3水曜日に相談員
が夜間も相談を受付けていますので、どうぞご利用ください。

夜間電話相談のお知らせ

時間：17:15－20：15　☎048-822-1951　原則第3水曜日 公益財団法人埼玉県母子寡婦福祉連合会

埼玉県立総合教育センター　～よい子の電話教育相談～　※毎日24時間受付

お子さんのことで悩んでいませんか。
県内の小・中・高校生・青少年（原則として18歳まで）のいじめ、不登校、学校生活、性格、行動、
学習の遅れ、発達、障害などに関する相談を受け付けています。相談は無料、秘密は守ります。

相談方法は
こちら

子　供　用：♯7300  または  0120-86-3192
保 護 者 用：048-556-0874
Eメール相談：soudan@spec.ed.jp
Eメール相談の受信日時によって、土・日曜日や祝日を挟んでからの返信となります。

なお、採用者にはクオカード（3,000円分）をプレゼント、親しみやすい愛称をお待ちしています。



令和３年ひとり親のためのパソコン教室

女性弁護士による無料法律相談

令和４年１月～３月　行事予定

離婚を考えている方、ひとり親家庭の親または寡婦の方を対象に、無料で法律相談を実施しています。
時間：13：30－16：00（一人当り40分間）

第6回

第7回

第8回

全２日

全1日

全1日

20

8

8

有

無

無

仕事に役立つエクセル関数講座　
初級・中級編　

With Youさいたま
視聴覚室

明日種パソコン教室パソコンスキルチェック講座
ワード・エクセル

1月30日（日）～
1月31日（月）

12月1日（水）～
1月17日（月）

2月25日（金） 1月18日（火）～
2月15日（火）

明日種パソコン教室パソコンスキルチェック講座
ワード・エクセル 2月26日（土） 1月18日（火）～

2月15日（火）

託児定員会　場申込期間日数開　催　日講　座　名ＮＯ

時　間：午前10時30分～午後3時30分
対象者：ひとり親家庭の親または寡婦
教材費：800円（テキスト代）
保　育：未就学児対象　要予約
保育料：無料

申込方法：①パソコン第○回（希望の回） ②郵便番号・住所 ③氏名 ④年齢 ⑤電話番号
　　　　 ※保育希望の場合は「保育希望  子の年齢（○才○ヶ月）」を記入の上、
  　　　　   メール または 往復はがき にて当連合会までお申し込み下さい。
  ※応募者多数の場合は抽選となります

詳しくは埼玉県母子寡婦福祉連合会へお問い合わせ下さい。☎048-822-1951

第6回パソコン教室
ひとり親のための子どもの教育費セミナー（オンライン開催）

ハッピー占い講座（オンライン開催）
第7回・8回パソコン教室（本年度受講された方対象）

1月

2月

定時理事会
臨時評議員会
鉄道博物館（広域会員と非会員限定企画）
看護学校受験対策講座合格体験発表会

3月

※詳細はちらし・ホームページでお知らせします。　※新型コロナウイルス感染状況により延期・中止となる場合があります。

土日は託児付きで開催します！

1月19日（水）
1月22日（土）
2月  2日（水）
2月16日（水）
2月26日（土）
3月  2日（水）
3月  6日（日）
3月16日（水）

浦和合同庁舎
彩の国すこやかプラザ

浦和合同庁舎
浦和合同庁舎
浦和合同庁舎
浦和合同庁舎

With You さいたま
浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分
与野駅西口徒歩10分

北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分

さいたま新都心駅徒歩7分
北浦和駅西口徒歩10分

有

有

有

日　程 会　場 託児

ひとり親のための教育費セミナー

日程：1月30日（日）午後１時～2時30分
講師：中島智美（ファイナンシャルプランナー）
対象：埼玉県内のひとり親家庭の親または寡婦
定員：30名（先着順）　参加費：無料
申込期限：1月20日（木）

埼玉県母子連広域会員・非会員（埼玉県在住の方）限定企画　鉄道博物館に行こう！

日程：3月13日（日）
場所：鉄道博物館　定員：25名（抽選）
集合：午前11時　鉄道博物館入口（現地集合・現地解散）

ハッピー占い講座

日程：2月27日（日）午前10時30分～12時
講師：荒木三惠（ライフアップカウンセラー（CDA））
対象：埼玉県内のひとり親家庭の親または寡婦
定員：20名（先着順）　参加費：無料
申込期限：2月18日（金）

全国母子部長研修会及び全国母子寡婦指導者研修会は3月に開催予定です。

当連合会では、公益目的事業の一環として、就労を支援するためのパソコン教室を開講しています。

費用：広域会員　おとな　 500円・子ども300円
　　  非 会 員　おとな 1,000円・子ども500円
　　  ※入館料・お弁当付き！

夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」について
　ローソングループと全母子協が実施する給付型の奨学金制度です。令和4年度も実施予定ですので、詳細が決まりまし
たら当連合会のホームページに掲載します。
　昨年成人を迎えた元奨学生からのお手紙を紹介します。奨学金のお陰で無事に社会人となり、振袖を着ることができ
たとのことです。

　私は高校時代、奨学金を頂けたお陰で生活費に充てるアルバイトを辞める事ができ、充実
した学園生活を送れたと感謝しております。時間が自由になった分、部や委員会活動に積極
的に参加し、同級生だけでなく、先輩後輩とも親睦を深め青春を謳歌しました。奨学金で修学
旅行に必要なスーツケースや水着も友人と同じ様に購入可能となり、心置きなく旅行を満喫し
大変嬉しかったです。選択授業に小学生から習っている書道があったので道具を買いまし
た。成人の今も続け雅号を頂戴した為、今後も精進する所存です。
　また、目指していた公務員に向けてのセミナーへ行く交通費やテキスト代にも使い、その結
果、第一志望の市役所に勤めて早２年、親も安心している様子です。
　現在仕事にやりがいを持ち、家族と幸せに暮らせるのも皆様のご支援の賜物と思っておりま
す。誠にありがとうございました。

平成29年度奨学生

～令和3年～たくさんのご寄付をありがとうございました！
温かいご支援に心より感謝申し上げます。

株式会社羅羅屋様よりランドセルのご寄付を頂きました。

クリスマスお楽しみボックスにたくさんの企業様からご協賛頂きました。

株式会社羅羅屋様よりランドセルのご寄付を頂きました。
来年小学校に入学されるお子さま5名にプレゼントしました。保護者の方から「ラン
ドセルを頂き本当に助かりました。このようなご支援があったこと、感謝致します。6
年間大切に使わせて頂きます。」「ランドセルの箱を開けた時の、息子の嬉しそうな
笑顔が印象的で忘れられない思い出となりました。新しいランドセルと始まる小学
校生活に今から胸を躍らせております。」など、感謝の声が寄せられています。また
お子さまからも「ランドセルありがとうございます。たいせつにします。」とかわいい
お手紙を頂きました。

クリスマスお楽しみボックスにたくさんの企業様からご協賛頂きました。
ご寄付の品は大切に箱詰めし、クリスマスの日に118家庭に送りました。

～他にも、たくさんの心温まるご支援・ご寄付頂きました～
・NPO法人care nation様を通じ
 「銀座ステファニー化粧品（株）」様からハンドジェル他
・株式会社学研エデュケーショナル様から文具
・Y.H様（さいたま市）から現金

・山岸ギン様（元小川町母子会会長）から未使用切手
・匿名様（さいたま市）から現金
・匿名様（川口市）様から株主優待券
・匿名様（東京都北区）から現金

NPO法人

チャリティーサン
タ様

から絵本

株式会社
ロッテ様から
お菓子

コカ・コーラ

ボトラーズジャパ
ン

株式会社からノベ
ルティ

株式会社

西武ライオンズ様
から

ノベルティ

三菱商事
株式会社様から

ノベルティ・お菓子

赤城乳業
株式会社様から

ノベルティ

三州製菓
株式会社様から

お菓子

株式会社

ヨシケイ埼玉様か
ら

お菓子

株式会社
八洋様から
ノベルティ

予約制です。電話受付時間　平日（月～金曜日）　午前9時～午後5時
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浦和合同庁舎
浦和合同庁舎
浦和合同庁舎

With You さいたま
浦和合同庁舎

北浦和駅西口徒歩10分
与野駅西口徒歩10分

北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分
北浦和駅西口徒歩10分

さいたま新都心駅徒歩7分
北浦和駅西口徒歩10分

有

有

有

日　程 会　場 託児

ひとり親のための教育費セミナー

日程：1月30日（日）午後１時～2時30分
講師：中島智美（ファイナンシャルプランナー）
対象：埼玉県内のひとり親家庭の親または寡婦
定員：30名（先着順）　参加費：無料
申込期限：1月20日（木）

埼玉県母子連広域会員・非会員（埼玉県在住の方）限定企画　鉄道博物館に行こう！

日程：3月13日（日）
場所：鉄道博物館　定員：25名（抽選）
集合：午前11時　鉄道博物館入口（現地集合・現地解散）

ハッピー占い講座

日程：2月27日（日）午前10時30分～12時
講師：荒木三惠（ライフアップカウンセラー（CDA））
対象：埼玉県内のひとり親家庭の親または寡婦
定員：20名（先着順）　参加費：無料
申込期限：2月18日（金）

全国母子部長研修会及び全国母子寡婦指導者研修会は3月に開催予定です。

当連合会では、公益目的事業の一環として、就労を支援するためのパソコン教室を開講しています。

費用：広域会員　おとな　 500円・子ども300円
　　  非 会 員　おとな 1,000円・子ども500円
　　  ※入館料・お弁当付き！

夢を応援基金「ひとり親家庭支援奨学金制度」について
　ローソングループと全母子協が実施する給付型の奨学金制度です。令和4年度も実施予定ですので、詳細が決まりまし
たら当連合会のホームページに掲載します。
　昨年成人を迎えた元奨学生からのお手紙を紹介します。奨学金のお陰で無事に社会人となり、振袖を着ることができ
たとのことです。

　私は高校時代、奨学金を頂けたお陰で生活費に充てるアルバイトを辞める事ができ、充実
した学園生活を送れたと感謝しております。時間が自由になった分、部や委員会活動に積極
的に参加し、同級生だけでなく、先輩後輩とも親睦を深め青春を謳歌しました。奨学金で修学
旅行に必要なスーツケースや水着も友人と同じ様に購入可能となり、心置きなく旅行を満喫し
大変嬉しかったです。選択授業に小学生から習っている書道があったので道具を買いまし
た。成人の今も続け雅号を頂戴した為、今後も精進する所存です。
　また、目指していた公務員に向けてのセミナーへ行く交通費やテキスト代にも使い、その結
果、第一志望の市役所に勤めて早２年、親も安心している様子です。
　現在仕事にやりがいを持ち、家族と幸せに暮らせるのも皆様のご支援の賜物と思っておりま
す。誠にありがとうございました。

平成29年度奨学生

～令和3年～たくさんのご寄付をありがとうございました！
温かいご支援に心より感謝申し上げます。

株式会社羅羅屋様よりランドセルのご寄付を頂きました。

クリスマスお楽しみボックスにたくさんの企業様からご協賛頂きました。

株式会社羅羅屋様よりランドセルのご寄付を頂きました。
来年小学校に入学されるお子さま5名にプレゼントしました。保護者の方から「ラン
ドセルを頂き本当に助かりました。このようなご支援があったこと、感謝致します。6
年間大切に使わせて頂きます。」「ランドセルの箱を開けた時の、息子の嬉しそうな
笑顔が印象的で忘れられない思い出となりました。新しいランドセルと始まる小学
校生活に今から胸を躍らせております。」など、感謝の声が寄せられています。また
お子さまからも「ランドセルありがとうございます。たいせつにします。」とかわいい
お手紙を頂きました。

クリスマスお楽しみボックスにたくさんの企業様からご協賛頂きました。
ご寄付の品は大切に箱詰めし、クリスマスの日に118家庭に送りました。

～他にも、たくさんの心温まるご支援・ご寄付頂きました～
・NPO法人care nation様を通じ
 「銀座ステファニー化粧品（株）」様からハンドジェル他
・株式会社学研エデュケーショナル様から文具
・Y.H様（さいたま市）から現金

・山岸ギン様（元小川町母子会会長）から未使用切手
・匿名様（さいたま市）から現金
・匿名様（川口市）様から株主優待券
・匿名様（東京都北区）から現金

NPO法人

チャリティーサン
タ様

から絵本

株式会社
ロッテ様から
お菓子

コカ・コーラ

ボトラーズジャパ
ン

株式会社からノベ
ルティ

株式会社

西武ライオンズ様
から

ノベルティ

三菱商事
株式会社様から

ノベルティ・お菓子

赤城乳業
株式会社様から

ノベルティ

三州製菓
株式会社様から

お菓子

株式会社

ヨシケイ埼玉様か
ら

お菓子

株式会社
八洋様から
ノベルティ

予約制です。電話受付時間　平日（月～金曜日）　午前9時～午後5時
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ひとり親家庭への福祉活動にご賛同くださる個
人、法人の賛助会員を募集しております。

当会の活動趣旨をご理解いただき、ご支援、ご
協力くださいますようお願い申し上げます。

当連合会では活動資金調達の為様々な収益事業を行っています。
取扱商品等の詳細につきましては、当連合会HPをご覧下さい。

収益事業について

看護学校受験対策講座について
　県内3会場において43名が受講し、13名が合格しました（令和3年11月末現在）。

　令和4年3月下旬に合格体験発表会、4月には講座説明会の開催を予定しています。ご興味のある方はお気軽に参加して下さい。

資格取得セミナー
　今年度も埼玉県看護協会のご協力を頂き、緊急事態宣言下の為、急遽オンライン形式に変更して8月29日（日）に開
催しました。第1部の看護師資格では学校法人村上学園専門学校日本医科学大学校から講師と体験発表者を、第2部
の医療事務資格では株式会社ニチイ学館大宮支店から講師をお迎えし、お話をして頂きました。

【協力企業と商品・サービス】個人賛助会員：（１口）1,000円
法人賛助会員：（１口）3,000円　

ホームページ
http://www.saiboren.or.jp　

公式ライン

【賛助会員（個人・団体（法人））募集！】

埼玉県母子連 検 索

ひとり親家庭のお役立ち
情報をいち早くお届け！
お友だち登録をお願いし
ます（登録無料）。

～新しい年を迎えて～ 会長　是枝くみ子

　新年、明けましておめでとうございます。ひとり親家庭の皆様また会員の皆様には、お健
やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　昨年も一昨年と同様、新型コロナウイルスに振り回されながらの生活でした。1年延期の
オリンピックも無観客開催となり、一喜一憂でテレビ観戦しました。 ワクチン接種の予約を
取るのに一苦労した人、後遺症が出た人、子供への感染の心配と、それぞれ毎日が落ち着
く間もない大変な一年だったことと思います。
　このような状況の中ですが、関東地区母子寡婦福祉研修大会が埼玉県で9月25日開催の予定です。コロナ禍の状
況を見ながらの計画を進めております。この関東ブロック大会開催に向け費用を捻出する為、会員の皆様には素麺
等の販売にご協力を頂き心より御礼申し上げます。大会の詳細については追って連絡致しますのでご協力をお願い
致します。（昨年は静岡市でしたが誌面開催となりました。）
　また、当連合会は「埼玉県母子寡婦福祉連合会」の名称で長年皆様に愛されてまいりましたが、昨今の状況を踏ま
え、この度「埼玉県ひとり親福祉連合会」に変更することに決まりましたことを報告致します。
　本年もひとり親家庭の皆様、地域の中で孤立することなく、横の繋がりを持って連絡し合い励まし合って乗り切りま
しょう。この一年もご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

併せて、当連合会の愛称を募集します～募集期限は3月末まで（メール又はFAX）～
ご応募頂いた中から皆さんの意見を聞いて決定します!

私たちの名前が変わります!私たちの名前が変わります!私たちの名前が変わります!
令和4年3月1日から埼玉県ひとり親福祉連合会に、どうぞよろしくお願い致します。

【合格した受講生Aさんの声】
家事、仕事、子育てと日々色々なことに追われる毎日で、勉強も10年以上していなかったので、全て忘れてい
るし、受験しても受かるのか不安でした。
授業に参加するようになり、先生が優しく教え方がとても上手で少しずつ理解できるようになりました。面接
練習もして頂き面接では緊張せず受け答えもスムーズに笑顔で出来たので、とても感謝しています。一人では
合格出来なかったと思います。
担当の先生に教えて頂けて本当に良かったです。ありがとうございました。

〇株式会社 堀内八郎兵衛

〇島手そうめん販売株式会社

〇明治座

　私たちは、現在会員世帯数24世帯で活動しております。年間の行事としては、日帰り研修旅行、講習会(お菓子や季節
の小物作りなど)、地元の埼玉西武ライオンズ団体観戦など子供から大人まで楽しめるようなイベントを行い、会員同
士の交流を大切にしております。昨年からのコロナ禍の為、ひまわり会としても活動を自粛しています。会員の様子も
分からない為、元気に過ごしているか手紙を出しました。また、役員全員と所沢市社会福祉協議会の方と相談し、何が
必要か何が出来るかを考えて、地域の方達のお力も借りてフードパントリーを行いました。やはりコロナ禍により仕事
の時間を減らされたり仕事が無くなったりと、日々の生活に苦労している方が多かった為、このフードパントリーは大
変好評でした。また、ひとり親の相談会も不定期ですが開いております。お気軽にいらして下さい。詳しくは、所沢市社
会福祉協議会へお問い合わせ下さい。早くコロナが収まり、以前のような行事や地域のイベントが出来るようになる
ことを心から願うばかりです。

～所沢市母子寡婦福祉会（ひまわり会）～

会長　楠田利花

母 子 会 紹 介

母子福祉会に入りませんか 母子福祉会は、ひとり親家庭の皆さんに、
必要な生活情報などをお届けします

入会、その他母子会に
ついての

お問い合わせは

（公財）埼玉県母子寡婦福祉連合会
〒330-0074さいたま市浦和区北浦和5-6-5　埼玉県浦和合同庁舎内
TEL 048-822-1951　FAX 048-822-1955　e-mail:info@saiboren.or.jp

麵つゆや昆布など
冬は手延べうどん・そば、ちゃんぽん・
皿うどん、夏は手延べそうめん・冷や麦
有名スター公演の観劇会

　昼間は仕事があり相談することができないかたへ、平日（月～金 9：00－17：00）の他、毎月第3水曜日に相談員
が夜間も相談を受付けていますので、どうぞご利用ください。

夜間電話相談のお知らせ

時間：17:15－20：15　☎048-822-1951　原則第3水曜日 公益財団法人埼玉県母子寡婦福祉連合会

埼玉県立総合教育センター　～よい子の電話教育相談～　※毎日24時間受付

お子さんのことで悩んでいませんか。
県内の小・中・高校生・青少年（原則として18歳まで）のいじめ、不登校、学校生活、性格、行動、
学習の遅れ、発達、障害などに関する相談を受け付けています。相談は無料、秘密は守ります。

相談方法は
こちら

子　供　用：♯7300  または  0120-86-3192
保 護 者 用：048-556-0874
Eメール相談：soudan@spec.ed.jp
Eメール相談の受信日時によって、土・日曜日や祝日を挟んでからの返信となります。

なお、採用者にはクオカード（3,000円分）をプレゼント、親しみやすい愛称をお待ちしています。


