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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 はあと飯田橋からのお知らせ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大変残念なお知らせです。
マンツーマンでメイクレッスンを行う「就活メイク塾」ですが、
3 月末をもちまして終了することになりました。
多くの方が見違えるように綺麗になり、自信をもって就職活動に
臨んでいただけたことを嬉しく思っております。
これまでご利用くださった方、誠にありがとうございました。
3 月末まではこれまでどおり実施いたしますので、ご希望の方は
お早めにご予約ください。
http://www.haat.or.jp/category/2019992.html

┏2 スキルアップ・イベント情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【はあとのイベント等の紹介】
☆在宅ワークセミナー
東京都在宅就労推進事業のご案内や、在宅ワークをするうえでの
基礎知識、必要なスキル、在宅ワーカーのひとり親の先輩のお話など(予定）
日時:3/10(日）13:30～16:00
場所:東京しごとセンター 5 階セミナールーム
http://www.haat.or.jp/category/1907048.html
--------------------------------------☆看護師への道
日時:5/19(日) 10:00～16:00 ＊託児あり（先着 10 名 予約制）

場所:場所:東京しごとセンター 地下講堂
http://www.haat.or.jp/article/16080181.html
-----------------------------------------------------【はあと以外の各種情報の紹介】
☆東京ウィメンズプラザ
▼配偶者暴力（DV）防止講演会（第 2 回）
配偶者暴力（DV）～これってフツウなの！？まず気づくことから始めよう～
ミニ講座 1「DV とは？～DV に気づくために～」
講師 西山さつき さん（特定非営利活動法人レジリエンス代表）
ミニ講座 2「法的知識、基本のキ」
講師 打越さく良 さん（弁護士）
パネルディスカッション「DV かも？と思ったときにできること。いろんな専門家に聞いてみよう」
パネリスト 菊池真理子 さん（漫画家）、打越さく良 さん（弁護士）、警視庁ストーカー対策室職員
コーディネーター 西山さつき さん（特定非営利活動法人レジリエンス代表）
日時:3/16(土) 13:30～16:00
場所:東京ウィメンズプラザ 地下１Ｆ ホール
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/325/Default.aspx
-------------------------------------------------------☆NPO 法人はぴシェア
▼シングルマザーのための RPA 研修
対象者:ひとり親家庭の父母で、3 日間必ず参加できる方
日時:
(平日研修）3/4(月)･3/11(月)･3/18(月) 10:00～17:30
(休日研修）3/9(土)･3/16(土)･3/17(日) 10:00～17:30
*休日研修のみ託児あり
場所:新宿（NPO 法人はぴシェア・新宿センタービル 46 階）
定員:6 名（申込順）
https://www.hapishare.com/event
＊RPA の説明も上記 URL に記載されていますのでご確認ください。
-------------------------------------------------------☆東京しごとセンター
▼長く働き続けるためのこれだけはおさえておきたい心得リスト
職場で起こりやすい事例を用いながら、「こんなときどうする？」をキーワードに
対処の仕方、自分を振り返る（セルフチェック）ことができるセミナーです。
グループワークの時間もあるので、自分を客観的にみることができます。
日時:2/25(月) 13:30～16:30
場所:東京しごとセンター 5 階セミナー室
対象:求職中の方
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_1854.html
-------------------------------------------------------☆東京しごとセンター多摩
▼プレミアムプラスワンセミナー 「よろこびを力に」 ～再就職を考えている方へ～

元女子マラソン日本代表の有森裕子さんを迎え、マラソン選手として活躍されたご経験から、
どのように目標達成をしたのかについてお話をきくセミナーです。
日時:3/5(火)14:00～15:30
場所:東京しごとセンター多摩 4 階 第 5 会議室
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_1845.html
----------------------------------▼～これからの働き方・生き方のヒント～「シニア世代のお金について知っておきたいこと」
日時:3/2(土)13:30～16:30
場所:東京しごとセンター多摩 4 階 第 5 会議室
対象:概ね 50 歳以上の方
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/senior/seminar_1771.html
-------------------------------------------------------☆静岡県伊豆市
▼ひとり親のための「伊豆市移住相談会」開催
静岡県伊豆市では、「静岡県伊豆市を知って欲しい」、
「伊豆市に移住して欲しい」という気持ちを直接伝えたい！という思いから、
「ひとり親のための移住相談会」を開催します。伊豆市における仕事から、
子育て・生活全般まで、様々な情報を提供します。
伊豆市特産品が当たる「お楽しみ抽選」（ハズレくじ無し）もあります。
日時:3/2(土) 11:00～16:00
場所:ふるさと回帰支援センター内（千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 8 階）
申込:不要
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail008116.html

┏3 注目求人ピックアップ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆一般財団法人東京障害者就労サポート協会
▼職業指導員・生活支援員（兼務）
正社員での求人です。未経験でも応募可能。
勤務時間は 9:00～18:00 となっていますが、ランチを利用者様と一緒にするため、
休憩時間 60 分分を早帰りできます。(実質 17 時退社）
印刷物の仕分けや封入などの作業支援や、アロマストーンやデコパージュなどの
自主製作物の製作支援なども行います。利用者のみなさんとともに歩んでいこうとする
気持ちを持っている方歓迎。
詳細はこちらから
https://www.tobokyou.net/publics/index/32/&anchor_link=page32#page32

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼JKK 東京（東京都住宅供給公社）
2018 年 11 月よりひとり親世帯入居サポート制度を導入
http://www.to-kousya.or.jp/chintai/hitorioya/index.html
-------------------------------------------------------▼厚生労働省が 1 日発表した 2018 年平均の有効求人倍率は 1.61 倍となり、
1953 年以降、2 番目に高い水準。企業の出す有効求人数も前年比 3.1%増
-------------------------------------------------------▼DV 認定巡り 元夫が逆転敗訴
元妻が申し出た DV 被害を、警察が調査せずに認めたために子供と面会できなくなったとして、
40 代の男性が元妻と愛知県に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は男性の請求を棄却

┏5 お子様向け情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊先月号のメルマガでもご案内しましたが、新中 2 生、新中 3 生に
まだ若干空きがあります。都立上位校に入学するには早めの対策が必要です。
↓↓↓
☆無料学習塾 TERACO
▼来年度入塾生 募集中 少人数の個別指導で本気でサポート
講師は国立大・大学院卒 7 割、私立大・大学院 3 割の優秀な講師陣です。
対象:新中学 2 年生・3 年生

若干名

入塾要件:（面談･入塾テストあり）
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】
新中学 2 年生 通知表の主要 5 科目評定平均 3.7 以上
新中学 3 年生 9 科目成績により応相談
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
-------------------------------------------------------☆一般社団法人アスリートソサエティ 主催

(公財)りそな未来財団 共催
▼為末大プロデュース 未来のオリンピアン発掘育成プロジェクト
元オリンピック選手為末大によるスポーツ科学に基づいた足が速くなるトレーニングです。
日時:3/3(日） 9:45 集合 10:00 開始
場所:新豊洲 Brillia ランニングスタジアム
対象:首都圏在住のひとり親家庭等の小 5･6 年生および中学生 75 名
締切:2/17(日）締切間近です。申し込みはお早めに！
参加費:無料
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1414#page27_1414
-------------------------------------------------------☆ECC ジュニア・朝日新聞 共催
▼夢いっぱい ゆめコレ 子どものためのおしごとコレクション
TV 局アナウンサー・保育士・ゲームクリエイター・
パティシエール（パティシエ）・占い師など、20 以上の職業の話が聞ける「ゆめコレ」
日時:3/21(木・祝)

＊事前予約制

場所:東京ビッグサイト TFT HALL
https://www.eccjr.co.jp/yc/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

