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┏1 スキルアップ・イベント情報
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【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)
募集延長
▼第 9 回

応用

場所:多摩職業能力開発センター 府中校
2019 年 1/11(金)･1/16(水)･1/30(水)
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
------------------------------------------☆セミナー「子どもたちの未来を育てよう」
日時:1/14(月)

～養育費と面会交流を考える～

13:30～16:30（受付開始:13:00）

場所:セントラルプラザ 12 階会議室（新宿区神楽河岸 1-1）
対象者:お子さんがいて離婚を考えている方・ひとり親家庭の方・お子さんと別居している方など
＊託児は応相談
http://www.haat.or.jp/category/1907048.html
-----------------------------------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆ひとり親 Tokyo
▼お楽しみ会（昼食付クリスマスパーティ）
日時:12/15(土)11:00～16:00
場所:東京セントラルユースホテル

対象:都内在住のひとり親家庭の親と子(4 歳～小学生まで）
参加費:親 1000 円 子 500 円
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1405#page27_1405
-------------------------------------------------------☆マザーズハローワーク東京
▼～働く理由をみつけよう～女性が"自分”らしく生きる
日時:11/28(水）10:00～11:30（受付開始:9:30）
場所:東京ウィメンズプラザ
*託児あり

視聴覚室 A，B

要予約

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-mother/content/contents/301128seminar_at_tokyo-women-splaza.pdf
-------------------------------------------------------☆東京都世田谷区
▼養育費についての特別講演会｢弁護士から聞く!子どもたちのための養育費｣
子どもたちのための養育費という視点から、養育費についての基本的なことが分かる講演会です。
離婚を考えている方、離婚後に養育費の支払いを受けていない方の相談をこれまで多く受けてきた弁護士による講演
です。
日時:12/2(日)14:00～16:00（受付開始:13:45）
会場:世田谷区立男女共同参画ｾﾝﾀｰらぷらす(世田谷区太子堂 1-12-40 ｸﾞﾚｰﾄ王寿ﾋﾞﾙ 4 階)
講師:清田 乃り子氏(千葉県弁護士会 弁護士)
対象:養育費に関心のある方
定員:30 名
参加費:無料
申込み:不要。当日会場へお越しください。
問合せ:子ども家庭課(電話 03-5432-2569/FAX03-5432-3081)
http://www.city.setagaya.lg.jp/event/1995/d00146651.html (ﾊﾟｿｺﾝ版)
http://www.city.setagaya.lg.jp/mobile/event/1995/d00146651.html (携帯版)
-------------------------------------------------------☆男女共同参画センターゆーあい(武蔵村山市緑ヶ丘ふれあいセンター）
▼シングルマザー応援フェスタ
日時:12/16(日)11:00～17:00
会場:武蔵村山市緑ヶ丘ふれあいセンター
対象:シングルマザー・プレシングルマザーの親子
内容:養育費・面会交流セミナー・ビューティセミナー・法律相談
お子様向けのお楽しみ工作イベントなど

盛りだくさん

http://ur0.link/NiaI
-------------------------------------------------------☆港区立男女平等参画センター

リーブラ

▼DV について知ろう・学ぼう
日時:11/27(火）18:30～20:30
会場:港区立男女平等参画センター

リーブラ 2 階

対象:区内在住･在学、またはテーマに関心がある人
＊保育は申込終了

学習室 C

http://www.minatolibra.jp/service/event/events/2018102000017/
---------------------------------▼女性対象講座

離婚に悩んだら知っておきたい法律とシングルマザー支援

日時:11/16(金)10:00～12:30 (9:40:開場）
会場:港区立男女平等参画センター リーブラ 2 階

学習室 A

対象:区内在住･在学、またはテーマに関心がある人
＊保育は申込終了
http://www.minatolibra.jp/service/event/events/2018100700025/
-------------------------------------------------------☆東京しごとセンター
▼仕事も介護も準備が肝心！～その時にために就活中からできること～
日時:11/21(水）13:30～16:30(13:00:開場）
場所:東京しごとセンター地下２階講堂
＊託児あり(11/14 締切）
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_1430.html
-------------------------------------------------------☆学研アカデミー
▼保育士養成コース

平成 31 年度（2019 年） 4 月入学募集

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/
-------------------------------------------------------☆奨学金情報
▼明光教育研究所
給付型奨学金の申込受付を 12/1 から開始
http://www.meiko-zaidan.jp/news/detail/year/2017/id/26
-------------------------------------------------------☆神奈川大学

給費生試験

初年度の学費を全額免除+4 年間で最大 800 万円を給付
試験は専願ではなく、同学の他の入試や、他大学の入試と自由に併願可能
出願期間:11/28(水)～12/6(木)
https://www.kanagawa-u.ac.jp/admissions/faculty/stipendiary/overview/
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注目求人ピックアップ
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☆株式会社ヤマノホールディングス【パート】経理事務

2018128

【勤務地】渋谷区代々木
------------------------------------------------☆アートバンライン株式会社

【契約社員】案内スタッフ

2018127

【勤務地】中央区八丁堀
------------------------------------------------☆株式会社シー･アイ・シー
【勤務地】中央区日本橋室町

【正社員】ヒアリング・営業事務

2018136

------------------------------------------------☆内閣府食品安全委員会事務局

【期間業務職員】一般事務補助

2018147

【勤務地】港区赤坂
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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
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☆保育機能付シェアオフィスやコワーキングスペースを利用しながら、
子育てと仕事を両立する女性が増加
「コワーキング CoCo プレイス」「コトフィス」など
----------------------------------------------------☆足立区

「小規模保育」「保育ママ」の利用者を 3 歳から認可保育施設で優先的に

受け入れる取り組みを開始
---------------------------------------------------☆厚生労働省

保育所の落選狙いを避けるため、申込時点で育休延長の意向を確認、

要件を満たす人には選考前に落選通知を出す方針に
---------------------------------------------------☆「子育て応援東京パスポート」

アプリをダウンロードすることでスマホでも利用可能に

＊2017 年 4 月から各都道府県の「子育てパス」は相互利用が可能
---------------------------------------------------☆都立駒込病院･都立松沢病院

院内保育室を地域に開放

平成 31 年 1 月入室者募集(募集期間:11/19(月)～11/26(月)
募集年齢:0～2 歳
説明会開催:

各病院

3 名ずつ

11/13(火）10:00～11:00(松沢病院）
11/14(水）10:00～11:00(駒込病院）

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/11/07/01.html
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親子イベントあれこれ
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☆NPO 法人モチベーションメーカー
▼2018 年度冬学期 モチベーション・ワークショップ 小学生参加者募集
日程:

第１回:12/2(日) オンエアー！ テレビ制作体験
第２回:12/16(日) 知ってマス？ 外国のクリスマス？
第３回:1/20(日) 発明家体験！今日から発明家の仲間入り
第４回:2/17(日) アイデアを形にする - ワークショップをつくってみよう！
第５回:3/17(日) じぶんの物語を考えてみよう
場所:東京都 23 区内
締切:11/25(日）
申込: https://goo.gl/forms/lupx9ZWMCuofWjUe2
※1 回ごとの参加が出来ますが、5 回通してのご参加をお勧めしております。
※モチベーションメーカーHP

https://www.motivation-maker.org

-----------------------------------------------------☆東京都立城南職業能力開発センター
▼技能祭
日時:11/23(金･祝）10:00～15:00
場所:東京都立城南職業能力開発センター(品川区東品川 3-31-16）
模擬店や工作教室などお子さんと楽しめるイベントです。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/vsdc/jonan/H29_ginousai.pdf
-----------------------------------------------------☆お茶の水女子大学
第 6 回宇宙講演会
日時:12/9(日）13:00～17:25
会場:お茶の水女子大学(文京区大塚）
http://www.ocha.ac.jp/event/20180828.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

