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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。
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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 4 回 応用
場所:多摩職業能力開発センター(西立川）
実施日:6/29(金)･7/4(水)･7/12(木）
締切:定員になり次第
---------------------------▼第 5 回 初級
場所:中央･城北職業能力開発センター 板橋校(浮間舟渡）
実施日:8/21(火)･8/24(金)･8/28(火）
締切:7/23(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 協力イベント
▼学習＆マリンスポーツ体験教室
共催:国立大学法人東京学芸大学･（公財）ブルーシー･アンド･グリーンランド財団
Ａコース:7/25･27･29 13:30～16:30 Ｂコース:8/5･7･9 13:30～16:30
場所:東京学芸大学小金井キャンパス内
対象:ひとり親家庭･児童養護施設の小 4～小 6 各コース 20 人
参加費:1000 円
・学芸大学学生から、1 学期の学習内容の復習のサポートを受けられます。

・水辺の安全教室やカヌーや SUP 体験などのレクレーションも盛りだくさん
締切:6/29(金) 17:00
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1336#page27_1336
----------------------------▼海･川あそび自然体験会
共催:（公財）ブルーシー･アンド･グリーンランド財団･ひとり親 Tokyo
○マリンスポーツ体験会
実施日:7/21(土）
参加費:子供 1000 円/人 大人 2000 円/人
○川下り体験会
実施日:8/11(土)
対象:都内在住のひとり親家庭の親子
参加費:子供 1000 円/人 大人 2000 円/人
締切:6/24(日)
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1340#page27_1340
----------------------------▼ローソン緑の基金
｢活樹祭～親子森林教室 in 小菅村 2018｣～母と子の水源林･森の恵みと活用を学ぶキャンプ～
実施日:7/28(土)～29(日）1 泊 2 日
場所:山梨県北都留郡小菅村（立川駅付近集合）
対象:都内在住のひとり親家庭の親子 小 3～6 10 世帯
締切:6/22(金)
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1325#page27_1325
----------------------------▼りそな DAY キャンプ 2018 わくわく洞窟体験＆ぶどう狩りバスツアー
主催:(公財）りそな未来財団
実施日:8/5(日）
場所:鳴沢氷穴･金原園(山梨県）*新宿駅集合
対象:東京都、埼玉県在住のひとり親家庭の親子 20 世帯（子どもは中学生以下）
参加費:子供 500 円/人 大人 1000 円/人
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1343#page27_1343
-----------------------------------------------------☆ひとり親世帯 福島県川内村体験ツアー
開催日:7/21(土)～7/22(日）
募集世帯:5 世帯（中学生以下の子どもをお持ちで移住を考えている世帯）
参加費:無料（＊交通費は 1 人 3 万円まで村が負担）
募集期間:6/1(金）～7/6(金）
http://www.kawauchimura.jp/page/page000474.html
-----------------------------------------------------☆ひとり親のための合同移住相談会 第 1 回目
日時:7/21(土）11:00～16:00
場所:移住・交流情報ガーデン（東京駅八重洲口から徒歩 4 分）

＊キッズスペースあり。お子さんの同伴可能
問合せ先:北海道幌加内町役場 0165-35-3090
http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/4952
-----------------------------------------------------☆港区立男女平等参画センターリーブラ
男女平等参画フェスタ in リーブラ 2018
6/23(土) 10:00～16:00
6/24(日) 10:00～15:30
▼講演会:全世代に贈る多様な時代の生き方･働き方･暮らし方
白河桃子さん（少子化ジャーナリスト･作家）
日時:6/23(土）13:00～14:30（開場 12:30）
定員:208 名 事前申込制 先着順
場所:リーブラホール
http://www.minatolibra.jp/service/event/events/2018050900025/
┏2 注目求人ピックアップ
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☆内閣府食品安全委員会 【期間業務職員】一般事務補助(総務課）2018055
【勤務地】 港区赤坂 ＊6/20 17:00 必着
------------------------------------------------☆株式会社鈴木総合管理事務所 【正社員】経理･一般事務 2018032
【勤務地】 新宿区 高田馬場駅から徒歩 5 分
------------------------------------------------☆株式会社東和総合サービス 【契約社員】総務･経理事務 2018031
【勤務地】 千代田区 赤坂見附駅から徒歩 1 分
＊2 年目には正社員への転換制度あり（転換率 100％）
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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。
いずれも就業時間が 18:00 までの残業少なめの正社員です。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆東豊産業株式会社 【正社員】総務事務(経理含む） 13100-5288481
【勤務地】北区 王子駅から徒歩 5 分
------------------------------------------------☆株式会社ステムセル研究所 【正社員】管理事務（総務･一般事務）13040-62616281
【勤務地】港区 御成門駅から徒歩 5 分
------------------------------------------------☆三愛プラント工業株式会社 【正社員】一般事務 13060-11604381
【勤務地】大田区 大森駅から徒歩 1 分
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┃★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。
┏3 ピックアップ NEWS
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☆保育料無償化 認可外保育にも補助
2018 年 10 月開始予定。認可保育所はすべて無償。
認可外については、住民税非課税世帯の 0～2 歳児は月 4.2 万円、
3～5 歳児は月 3.7 万円を上限に支援
┏4 お子さん向け支援･レジャーのご案内
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☆(公財）創通育英財団
平成 30 年度奨学金募集（給付型奨学金 入学一時金 10 万円、月額 5 万円）
提出期限:8 月末（必着）
https://www.sotsu-ikuei.or.jp/bosyu/index.html
-----------------------------------------------------☆神代植物公園「夏休み親子自然教室」
日時:8/22(水) 12:30～16:00
対象:小学校 3～6 年生とその保護者
ムクロジの実で羽子板の羽根作りやシャボン玉作り、どんぐりのこま作り等の工作など
https://www.tokyo-park.or.jp/event/40958.html
-----------------------------------------------------☆林試の森公園(目黒区）
「野外体験教室 キッズツリークライミング」
日時:7/15(日) 10:00～15:00（3 回に分けて実施）
対象:6 歳～12 歳
参加費:500 円
https://www.tokyo-park.or.jp/event/40743.html
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▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

