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┏1 スキルアップ・イベント情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【はあとのイベント等の紹介】
☆平成 30 年度 ひとり親のためのパソコン講習会
▼第 8 回

初級

場所:多摩職業能力開発センター 府中校
11/14(水)･11/20(火)･11/28(水)
締切:10/15(月)
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
-----------------------------------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆ひとり親 Tokyo
▼マツダロードスター

東京サンタドライブ 2018

オープンカーで都心のドライブが体験できる企画です。
日時:11/25(日)

13:00～16:00

場所:NBF 日比谷ビル(帝国ホテルとなり)
対象者:都内在住のひとり親家庭の親子
締切:10/31(水)
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1397#page27_1397
------------------------------------------▼ひとり親家庭のためのお泊り会
日時:12/8(土）9:00～12/9(日)

10:00 解散

場所:東京セントラルユースホステル

*飯田橋駅近く

対象:都内在住のひとり親家庭の親子(子 4～18 歳まで）

参加費:大人 1000 円

子ども 500 円(その他、ビンゴゲームのプレゼントお子さん 1 人 500 円程度を持参）

締切:11/12(月)
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1401#page27_1401
------------------------------------------▼ふれあいトリオコンサート
日時:12/16(日）第 1 回

吉田恭子と仲間たち

12:00 開演

第2回

招待

15:00 開演

場所:東京文化会館小ホール(台東区上野）
対象:都内在住のひとり親家庭の親と子(子小学生～18 歳以下)
締切:10/31(水)
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1396#page27_1396
-------------------------------------------------------☆世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
▼離婚をめぐる法律・制度活用講座
日時:11/11(日)

10:00～12:00

【法律編】

11/18(日)

10:00～12:00

【制度活用編】

場所:世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
http://www.laplace-setagaya.net/event/337/
-------------------------------------------------------☆学研アカデミー
▼保育士養成コース

平成 31 年度（2019 年） 学生募集要項

ひとり親の方が通いやすいよう配慮されたカリキュラムです。
https://gakken-wel-academy.com/hoiku/guide_line/
-------------------------------------------------------☆NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
▼2018 年度ほっとサロンシングルマザー・グループ相談会 IN 主婦会館プラザエフ
日時:11/17(土)

14:00～16:00

場所:主婦会館プラザエフ 3F（JR 四ッ谷駅近く）
＊保育あり（申込制

1 人 300 円

6 ヶ月～9 歳まで

締切：開催日の一週間前）

＊離婚前の方もご参加いただけます。
https://www.single-mama.com/event/hotsalon2018plazaf.html
--------------------------------------▼『教育費サポートブック』2018 年版
返済不要の支援制度を含む奨学金の最新情報を掲載。
フリースクールや障害のある子どもの進学についての記載もあり。
お申込みはこちらから（有料：1 冊 500 円 送料無料

冊数により割引あり）

https://www.single-mama.com/education-reader2018/
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター

女性しごと応援テラス

▼第 7 回 女性再就職サポートプログラム
期間:11/13(火)～ 11/29(木)

再就職の自信がつく！事務基本コース

※土日祝日を除く

場所:東京しごとセンター/職場体験先
申込期間:9/18(火)～10/31(水)17:00 まで

https://tokyoshigoto-terrace.jp/prepare/index.html?id=base?id=20181113
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター

ヤングコーナー

▼カラーコーディネートとビジネスマナー
日時:10/18(木）

13:30～16:30

場所:東京しごとセンター3 階

セミナー室

対象者:34 歳以下の方
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/under34/seminar_1285.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター

ミドルコーナー

▼～生き生きと働き続けるために～ワタシを育てるレシピをみつけよう
日時:11/13(火）

14:00～16:30

場所:東京しごとセンター5 階

セミナー室

対象:30～54 歳の就職活動中の女性
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/middle/seminar_1327.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター多摩
▼女性のための再就職支援セミナー&個別相談会
「家庭でも職場でも役立つアンガーマネジメント」
日時:11/7(水）13:00～15:30
場所:多摩市立関戸公民館

大会議室

対象:就職活動中または、これから働きたいと考えている女性の方
＊保育あり（1～6 歳 1 人 100 円

申込期限 10/29）

https://www.tokyoshigoto.jp/tama/sp/seminar.php?data_id=5197
-----------------------------------------------------☆いちかわ・うらやす若者サポートステーション
▼多様な働き方を考える

発達障害の人の就労

自分なりに頑張っているのに、仕事がうまくいかず悩んでいる人へ。
障害者就労支援員や企業担当者、就労を目指している若者の生の声にあなたの「働く」
につながるヒントがきっとあるはず。
日時:10/27(土）

14:00～16:00(受付 13:30～）

場所:浦安市文化会館（中会議室）
対象:働くことに悩んでいる発達障害の若者とそのご家族の方（参加に年齢制限はありません）
＊事前申込制

詳細はこちらから

http://bit.ly/2DZOcuL

┏2

静岡県伊豆市

ひとり親の方々を対象にしたアンケート調査ご協力のお願い

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆静岡県伊豆市では、働き手不足・少子化・若年層の流出がまちづくりの課題となっており、それらを解決するため
の方策として、
「ひとり親」の方々に対し、積極的に本市への移住・定住促進を図る施策（伊豆市ひとり親等移住定住促進プロジェ
クト）の検討に取組んでいます。

そこで、首都圏在住のひとり親の方々を対象とし、子育て、住環境、就労状況等に関するウェブアンケート調査を実
施します。
ご回答いただきますようご協力をお願いいたします。
対象:首都圏にお住いのひとり親家庭の方(父親、母親双方とも可）
締切:10/27(土)
回答に要する時間:7～8 分程度
アンケートはこちらから
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail007935.html
-----------------------------------------------------☆静岡県伊豆市

ひとり親限定「るんるんひとり親体験ツアーin 伊豆市」参加者大募集

静岡県伊豆市では、ひとり親限定の「るんるんひとり親体験ツアーin 伊豆市」（11 月 23 日、日帰り）を開催しま
す。
伊豆市での仕事や子育ての話を聞いたり、保育所、市営住宅、おススメスポットを見学する楽しいイベントです。
親子での参加も大歓迎ですので、秋の紅葉シーズンに伊豆市に遊びに来てみませんか。
開催日:11/23(金・祝)
対象:首都圏にお住いのひとり親家庭の方、お子さん同伴可
締切:11/7（水）
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail007937.html

┏3

注目求人ピックアップ

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下記は当センターで紹介書を交付できるハローワークとの連携求人です。
いずれも正社員で土日祝休み、就業時間が 18:00 までの残業少なめの正社員です。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆社会福祉法人東京都社会福祉事業団
【勤務地】本部事務局他 11 の施設

【正規職員】事務

13080-81605581

＊10/19 消印有効

＊勤務開始は来年 4 月です。
https://job-gear.jp/j/ji/jigyodan/img/recruitpdf/31seiki_jimu_bosyu_youkou.pdf
------------------------------------------------☆株式会社東京インターナショナル外語学院【正社員】一般事務

13030-19404381

【勤務地】浅草橋駅から徒歩 3 分
------------------------------------------------☆株式会社ステムセル研究所

【正社員】総務・一般事務

13040-21064582

【勤務地】都営三田線御成門駅から徒歩 5 分
------------------------------------------------☆株式会社フロンティア

【正社員】一般事務職

13010-22999582

【勤務地】神田駅から徒歩 3 分

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★求人の応募・お問合せはこちら★

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
応募の際は、来所登録が必要となります。
【来所相談申込みフォーム】
https://haat.blogdehp.ne.jp/article/14805659.html
登録済の方は、メールにてご連絡ください。
E-mail：iidabashi@haat.or.jp
【電話でのお問合せ】
03-3263-3451
（月・水・金・土 9:00～16:30 火・木 9:00～19:30）
＊ご連絡をいただいた時点で募集終了の場合はご容赦ください。

┏4

ピックアップ NEWS

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆無期雇用派遣

広がる

無期雇用化により、3 年を超えて同じ派遣先で勤務できるので、
派遣各社は、有期雇用契約の派遣労働者に対して、無期雇用化・正社員化を
拡大
-----------------------------------------------------☆江戸川区

おうち食堂開始

食事を用意することが困難な家庭にボランティアを派遣し、無償で夕食を
作って提供する「おうち食堂」を開始。保健師や学校から支援が必要な家庭の
情報提供を受けて、区が支援の必要性を判断
-----------------------------------------------------☆東村山市とパーソナルテンプスタッフ

「ジョブシェアセンター東村山」開設

育児や介護によって、働く場所が自宅付近に制限される方を対象に、在宅での
業務を組み合わせて、常時 50 人の働く場を提供。仕事内容は主に事務作業。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/shigoto/shigoto/jsc.html

┏５

親子イベントあれこれ

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆子ども歌舞伎教室

招待(抽選）

日時:11/23(金・祝）9:00～
場所:歌舞伎座(中央区銀座）
対象:都内在住･在学の小･中･高とその保護者(子ども 1 人につき一人まで）
申込:はがきにて 10/24（消印有効）
申込方法の詳細はこちら
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/08/23/14.html
･･････････
☆親子ふれあいスポーツ観戦事業「FINA スイミングワールドカップ 2018」観戦招待（抽選 10 組）
日時:11/11(日）16:00～
場所:東京辰巳国際水泳場
対象:小学生と保護者

申込:10/29(月)

郵送必着

申込方法の詳細はこちら
http://www.tatsumi-swim.net/shinkoujigyo/8189
･･････････
☆明示安田生命Ｊ2 リーグ「東京ヴェルディ vs カマタマーレ讃岐」観戦優待（抽選 50 組）
日時:11/11(日）13:00～
場所:味の素スタジアム(調布市）
対象:小学生以上(小学生は保護者同伴）
金額:1 組

1500 円

申込:10/22(月)(郵送必着）
申込方法の詳細はこちら
http://www.sports-tokyo.info/eventblog/2018/11/BM_18092102.html
･･････････
☆第 56 回

親と子の警察展

～親子で楽しく学ぼう社会のルール～

日時:11/17(土）・11/18(日）10:00～16:00
場所:東京スカイツリータウン
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/welcome/event_koshu/event/event/oyatoko_keisatsuten.files/
poster.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼今後メルマガが不要な方は、下記アドレスのメルマガ解除フォームから
お手続きください。配信を停止いたします。
https://haat.blogdehp.ne.jp/category/1902254.html
※ご登録いただいていないアドレスからでは配信停止はできませんので予め
ご了承ください。
▼ご意見、ご感想などはお気軽に→ iidabashi@haat.or.jp

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
【 東京都ひとり親家庭支援センターはあと 】
------------------------------------------------------------住所：〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 5 階
E-mail : info@haat.or.jp

URL http://www.haat.or.jp/

※本事業は東京都からの委託を受け、(一財) 東京都ひとり親家庭
福祉協議会が運営しています。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

