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★ 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。
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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 7 回

応用

場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋）
10/15(月)･10/22(月)･10/26(金)
締切:9/18(火)
------------------------------------------▼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
▼ひとり親家庭のためのお泊り会
日時:10/20(土）9:00 集合

10/21(日）14:00 解散

場所:東京セントラルユースホステル(飯田橋）
*初日は科学技術館訪問もあり
対象:都内在住のひとり親家庭の親子（子 4 歳～18 歳まで）
参加費:大人 1000 円

子ども

500 円

締切：9/28(金）
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1374#page27_1374
------------------------------------------▼親子で楽しむ秋のポニー乗馬体験
日時:11/3(土）

8:45～16:30

場所:茨城県取手市

小貝川ポニー牧場（上野駅集合）

参加費:1 家族（親と子 1 人）3000 円

子の追加

1 名 1000 円(交通費、お弁当代込み）

締切:10/19(金）
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1370#page27_1370
-------------------------------------------------------☆公益財団法人ノエビアグリーン財団
▼プロ登山家竹内洋岳さんと行く！「未来につながる環境教室」
日時:10/27(土）
場所:NPO 法人国際自然大学校
参加費:無料

日野春校（山梨県北杜市）

*交通費も財団負担

対象:ひとり親家庭の親子(子は小 1～6、1 組 3 名まで））
締切:9/18(火)9:00
https://www.noevirgreen.or.jp/foundation/pdf/180903.pdf
-----------------------------------------------------☆東京ウィメンズプラザ
▼働く女性全力応援セミナー
第1回

働くわたしたちのココロとカラダ

講演 1

知っておくべき働く女性の“カラダ問題”

講師:片井みゆき（東京女子医科大学 総合診療科・女性科（女性内科） 准教授）
講演 2

実践！ストレスコーピング ～いきいきと働き続けるために～

講師: 伊藤絵美（洗足ストレスコーピング・サポートオフィス所長）
日時:9/24(月･祝）
時間:13:00～16:30(受付 12:30）
対象:都内在住･在勤･在学の働いている女性
締切:9/18(火）
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/317/Default.aspx
-----------------------------------------------------☆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
アナウンサーが教える「好感を得る話し方」実践セミナー
～印象力アップで自分らしく働こう～ in 三鷹(ファーストステップ編)
日時:9/20(木）13:00～15:30
場所:三鷹市市民協働センター

*保育は締め切りました

http://www.tokyoshigoto.jp/tama/seminar.php?data_id=5126
------------------------------------------▼就職活動を成功に導く睡眠と食生活のポイント
日時:9/28(金）13:30～15:30
場所:東京しごとセンター多摩
http://www.tokyoshigoto.jp/tama/seminar.php?data_id=5124
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター
▼多様な働き方セミナー

国際協力 NGO で働く！～すべての人々が清潔な水と衛生を利用できる世界を目指して～
日時:10/11(木）14:00～16:00
場所:東京しごとセンター

地下 2 階 講堂

*託児あり(締切 10/2）

https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_1185.html
-----------------------------------------------------☆ひとり親地方移住支援ネットワーク会議
▼ひとり親のための合同移住相談会
日時:10/14(日）11:00～17:00
場所:移住･交流情報ガーデン（中央区京橋）＊お子さん同伴 OK
参加団体：北海道幌加内町・群馬県上野村・長野県須坂市・兵庫県神河町
徳島県美馬市・島根県浜田市・（公財）ふるさと島根定住財団・山形県
http://www.town.horokanai.hokkaido.jp/ijyu-teijyu
-----------------------------------------------------☆東京都・東京労働局・(公財）東京しごと財団
▼子育てママが再び働くための応援イベント
レディ GO！Project
日時:10/26(金）

10:30～15:30

場所:新宿エルタワー
＊渡辺美奈代のトークイベント開催
＊合同就職面接会も実施
http://readygo.tokyo.jp/event_shinjuku.html
-----------------------------------------------------☆多摩市立 TAMA 女性センター
▼絶対役立つひとり親体験談＆ハッピーメイクカウンセリング（多摩市）
いつもがんばっているシングルマザー＆プレシングルマザーのみなさんを応援する講座です。
メイクや軽食を楽しみながら、交流や情報交換をしませんか。
日時:9/23(日･祝)13:30～16:00
場所:多摩市立 TAMA 女性センター

ワークショップルーム

京王線聖蹟桜ヶ丘駅西口徒歩 2 分 OPA ビルの 7 階
対象:シングルマザー＆プレシングルマザーの方
参加費:1 人 300 円
http://www.city.tama.lg.jp/0000007210.html

┏2

注目求人ピックアップ

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆株式会社ターゲット【正社員】POD オペレーター

2018092

【勤務地】神楽坂駅から徒歩 5 分

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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。

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆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
------------------------------------------------☆株式会社エムケイパートナーズ

【正社員】一般事務

13030-19128881

【勤務地】上野駅から徒歩 5 分
------------------------------------------------☆有限会社エムケー

【正社員】生産管理アシスタント

13010-5204082

【勤務地】馬喰横山駅から徒歩 1 分
------------------------------------------------☆東豊産業株式会社

【正社員】総務事務(経理含む）

13100-7759081

【勤務地】王子駅から徒歩 5 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。

┏3

ピックアップ NEWS

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆東京都

12 月以降にベビーシッター利用支援を開始予定。

育児休業を１年間取得後、待機児童を抱える親を対象に、
保育所に入れるまでのつなぎとしてシッター活用を促進。
利用者負担は１時間あたり 250 円。本支援事業を活用する区市町村の住民が利用可能。
-----------------------------------------------------☆九州大学
入試前に給付型奨学金受給者の選考を実施する新制度導入。毎月 3 万円の給付。
家庭の所得水準や在籍校の学業成績の条件により審査。
-----------------------------------------------------☆厚生労働省

慢性病や障害児がいる未婚のひとり親世帯への支援を拡充

自治体のサービス利用時の負担額計算の際、「住民税の寡婦控除」をみなし適用し、
減額につなげる。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

