メールマガジン 2018 年 12 月 13 日配信号

★ はあと運営サイト http://www.haat.or.jp/ ★
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このメルマガは、
「東京都ひとり親家庭支援センターはあと」の
メルマガ配信を希望している方にお送りしています。

今年もはあとメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございます。
今後も、皆さんのお役に立ちそうな内容を幅広く情報発信していきます。
少し早いですが、よいお年をお迎えください。
来年もみなさまにとって素敵な一年になりますように。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
◆ I N D E X ◆
1. スキルアップ・イベント情報
2．注目求人ピックアップ
3．ピックアップ NEWS
4．年末年始に向けて親子イベントあれこれ
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
┏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 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
-----------------------------------------------------【はあと以外の各種情報の紹介】
☆静岡県伊豆市
▼ひとり親限定「わくわくドキドキ 出会いを見つけませんか in 静岡県伊豆市」参加者大募集

毎日、仕事を頑張り、友達と遊んで楽しい日々を過ごしているけれど、友達よりも心が許せるパートナーがいたら、
もっと楽しい毎日を過ごすことができるかも。中伊豆ワイナリーヒルズで美味しく楽しい時間を過ごしながら、
ちょっと勇気を出して心がときめく出会いを見つけませんか。
開催日:1/27(日)
対象:伊豆市への移住に関心がある首都圏にお住いのひとり親家庭の方、お子さん同伴可
（男性は伊豆市在住･在勤の方が参加します。）
締切:12/22(土)
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008012.html
-------------------------------------------------------☆東京ウィメンズプラザ
▼30 年度起業スタートセミナー
①「副業からはじめるローリスク起業～あなたの理想を数値で見える化します～」

1/19(土）

②「気になる社会問題をビジネスにする～エシカルというキーワードを通して～」2/2(土）
時間は①②とも 13:30～16:30
*託児あり(6 ヶ月～就学前）
締切:1/8(火）
定員を超える場合は抽選
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/324/Default.aspx
-------------------------------------------------------☆女性しごと応援テラス
▼女性再就職サポートプログラム
1/11(金)～1/29(火)･2/22(金)

経理基本コース
10:00～16:00

申込期間:11/12(月)～12/19(水）
https://tokyoshigoto-terrace.jp/prepare/index.html?id=base?id=20190111
-------------------------------------------------------☆しんぐるまざあず・ふぉーらむ
▼新入学お祝い金 2019
新入学予定のひとり親家庭のお子さん 500 人にお祝い金をお渡しします。
小・中・大学への入学
高校への入学

3 万円

4 万円

選考委員会で選考し、より経済的に困難なご家庭のお子さん 500 人(予定)を選びます。
（離婚が成立していないひとり親の方も対象です）
締切:1/28(月）必着
https://www.single-mama.com/congrats2019/
-------------------------------------------------------☆無料学習塾 TERACO
▼来年度入塾生

募集中

対象：新中学 1 年生

少人数の個別指導で本気でサポート

2 年生

入塾要件：
①意欲的に学習に取り組める「やる気」があること
②都立上位校へ進学を希望していること
③経済的に有料塾に通えないこと

入塾時の成績目安：通知表の主要 5 科目評定平均 4 以上（面談･入塾テストあり）
授業実施日時：4/6（土）より毎週土曜日

14:00～18:00

場所：代々木駅より徒歩 1 分の貸し会議室
https://teracoinfo.wixsite.com/teraco
-------------------------------------------------------☆無料学習支援教室ミンゼミ
▼板橋区拠点

都立高校入試対策コース

中 1～中 3 まで若干名入塾可
https://free-support.jimdo.com/%E3%81%8A%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF/
-------------------------------------------------------☆東京都福祉保健局
▼受験生チャレンジ支援貸付事業
中学 3 年生・高校 3 年生を対象に塾費用や受験料の無利子での貸付
高校・大学等に入学した場合、返済免除
＊中途退学した方の再チャレンジにもご利用可能
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
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注目求人ピックアップ
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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 10 時間以内の正社員です。

☆ベアーズ経営労務コンサルティング
【勤務地】足立区

【正社員】事務･営業

13110-28566281

TX 六町駅から徒歩 3 分

------------------------------------------------☆株式会社ウィズコーポレーション
【勤務地】千代田区

【正社員】一般事務

13010-49138782

九段下駅から徒歩 3 分

------------------------------------------------☆株式会社ギンレイ物流
【勤務地】板橋区

【正社員】一般事務

新板橋駅から徒歩 5 分

13010-46024582
＊普通自動車免許尚可

------------------------------------------------☆クリフテック株式会社
【勤務先】文京区

【正社員】PC を使用した撮影した写真の整理作業(造園業）13010-50321682

千駄木駅より徒歩 5 分

＊未経験可

------------------------------------------------☆NPO 法人フローレンス
【勤務先】千代田区

【正職員】赤ちゃん縁組相談員

神保町より徒歩 1 分

要経験

13010-40973682

要資格

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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。
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ピックアップ NEWS
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☆こども宅食全国に拡大
NPO フローレンスなどが、(一社）こども宅食応援団を設立。本格的な
活動は来年秋頃からの見込み
----------------------------------------------------☆NPO フローレンス

豊洲に小児科クリニックと共同で認可外の

病児保育施設開設
生後 6 ヶ月～6 歳までの未就学児対象の病児保育室。定員 4 人で
保育料 1 日 3000 円。感染症の子どもも預かり可能
-------------------------------------------------------☆政府

養護施設の職員資格緩和の方針を決定

幼稚園教諭の免許所持者でも児童指導員として配置できるように
-------------------------------------------------------☆自宅で外国人と一緒に日本食を作る交流サービスサイトが開設
airkitchen(エアキッチン）ホストが材料代を含めた参加費を設定できる
https://airkitchen.jp/host.php
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年末年始に向けて親子イベントあれこれ
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☆学生団体 SWITCH
▼子ども食堂イベント
お蕎麦をおなかいっぱい食べて、紙芝居やお絵かきなど楽しいコンテンツが
たくさんあるイベントです。
日時:12/15（土）10:00～15:30
場所:池袋 レンタルキッチンスペース Patia
https://www.patia.tokyo/ikebukuro
対象:小学生までの親子（兄弟だけの参加も可）
申込:下記の内容を

Switchevent35＠gmail.com

までメールしてください。

①名前②電話番号③メールアドレス④お子様の名前、年齢、人数⑤どこでこのイベントを知ったか
https://www.facebook.com/events/2242421945973711/
-----------------------------------------------------☆子育て応援とうきょう会議
▼子育て応援 Tokyo プロジェクト 2019 in 多摩平

日時:1/19(土)

13:00～16:30

場所:イオンモール多摩平の森
食育インストラクター和田明日香さんのトークショーや
ハローキティとの写真撮影会など
http://tokyoproject.kosodateswitch.jp/event20190119
-----------------------------------------------------☆リトル・ママフェスタ実行委員会
▼リトル・ママフェスタ 2018 冬
会場:池袋サンシャイン

ワールドインポートマートビル

４Ｆ

展示ホールＡ

入場無料(入退出自由）
日時:12/11・12/12 10:00～16:30
https://festa.l-ma.jp/tokyo2018winter
-----------------------------------------------------☆東京都人材支援事業団
▼coda×MayJ.×東京交響楽団

スペシャルコンサート

都内在住･在勤の方 1800 名無料ご招待
日時:2/12(火）19:00～
場所:東京文化会館大ホール(上野）
申し込み締切:1/15(火）必着

インターネットでの申込の場合は 17:00 まで

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/11/26/documents/04_01.pdf
-----------------------------------------------------☆井の頭公園
▼文化園干支めぐりスタンプラリー「文化園でイノ・シカ・チョウ」
実施期間

12/15(土)～1/6(日)

▼「浅草雑芸団」の大道芸
日時:1/2(水) 11:00～15:00
▼「琉神」による琉球獅子舞
1/3(木) 11:00～、13:30～（各回 20 分程度）など
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=ino&link_num=25272
-----------------------------------------------------☆上野動物園
1/2･1/3 新春プレゼント
▼干支柄おせんべい(各日先着 500 人）▼絵馬づくり(各日先着 200 人）▼獅子舞
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=ueno&link_num=25255
-----------------------------------------------------☆江戸東京博物館

1/2･1/3

常設展観覧無料

https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
-----------------------------------------------------☆江戸東京たてもの園

1/2･1/3

入場無料

http://www.tatemonoen.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

