メールマガジン 2020 年 10 月 15 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。
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
┏1 イベント・セミナーのご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【はあとのイベントのご案内】
☆はあと飯田橋
今年度よりシリーズで、ライフプランを考える際に必要な知識を習得できるセミナーを開催しています。
また、パーソナルマネー＆キャリアプランニングについてご相談したい方を対象に、
個別相談を実施しています。ぜひご利用ください。
http://www.haat.or.jp/category/1907048.html
------------------------▼第 7 回ライフプランセミナー
「お金のプロに学ぶ、ひとり親の方のためのマネー講座」
関東財務局東京財務事務所から講師をお招きし、ライフプランとお金についてわかりやすくご説明しま
す。
お子様の教育資金やご自身の老後資金など、お悩みや不安を解決するための一歩として、ぜひご参加くだ
さい。
講師:関東財務局東京財務事務所 職員の方
日時:11/15(日)14:00～15:30
場所:東京しごとセンター地下講堂
定員:30 名 (定員になり次第募集締切)
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名）＊託児申込締切は 10/30(金)
http://www.haat.or.jp/article/16309671.html
-------------------------------▼第 8 回ライフプランセミナー
「副業としてのプチ起業で収入アップ！」
コロナ禍で収入が減ったり、働く時間が短くなって副業を考える方が増えています。
このセミナーでは、
「副業としてのプチ起業を考えるための必要な視点」および、

得意なことを生かして継続的に副業をして収入を得ているひとり親の先輩の体験発表を予定しています。
日時:12/12(土) 14:00～16:00
場所:東京しごとセンター地下講堂
定員:30 名(定員になり次第募集締切）
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名）＊託児申込締切は 11/30(月)
http://www.haat.or.jp/article/16317291.html
------------------------☆はあと多摩
今年度から、ひとり親同士が集まって、日頃気になることについて専門家から話を聞いたり、
お互いに情報交換する場を立ち上げます。
気持ちのリフレッシュになるような企画も交えながら、テーマを変えて定期的に開催しますので、ぜひお
気軽にお越しください。
------------------------▼第１回ひとり親グループ相談会【初開催】
「With コロナのきらめきメイクアップ～メイクとおしゃべりでリフレッシュ！～」
コロナ感染予防での外出自粛に加え、常にマスク着用で気持ちもメイクをするモチベーションも下がり気
味なこの頃…。
自分の気持ちが上がるメイクにトライしたり、ひとり親同士の会話を通して毎日を元気に過ごすヒントを
見つけるひと時で気分転換しませんか？
もちろんみんなの話を聞いているだけでも大丈夫です。
講師:はあと多摩相談員
日時:11/21(土)13：00～16：00
場所:はあと多摩
定員:10 名（定員になり次第募集締切）
託児:あり（生後 6 か月～未就学児

先着 10 名）*託児申込締切は

11/12（木）

http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
【はあと以外のイベント等の紹介】
☆東京しごとセンター多摩
▼女性しごと応援テラス多摩ブランチ

10/12 オープン

場所:東京都立川市曙町 2-34-13 オリンピック第 3 ビル 2 階
※JR 立川駅から徒歩 7 分
TEL:042-529-9001
利用時間:月～金 9:00～17:00
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/event_topics.php?kbn=1&data_id=3199
-----------------------------------------------------☆国際ソロプチミスト東京
▼「夢を生きる」女性のための教育・訓練賞 募集中
応募資格:
・家族に対して経済的扶養責任を負っている方
・高校、職業・技能訓練プログラム、専門学校、短大、大学に在籍しているか、入学許可を得ている方
・経済的援助を必要としている方
応募締切:11/15(日)
https://www.sia-chuo.gr.jp/lyd/index.html
------------------------------------------------------

☆東京しごとセンター
▼JOB トライ
15～20 日間入社希望会社で職場実習をし「納得できる正社員就職」を実現する就職支援プログラム
対象者:
申込時に 30～54 歳で、正社員として就業していない方。
職場実習を経て正社員を目指し、東京都内での就職を希望している方
※実習 1 日あたり 5 千円の「キャリア習得奨励金」を実習終了後に支給
https://www.tokyoshigoto.jp/middle/jobtry_kyuusyokusya/
-----------------------------------------------------☆東京都＆東京労働局
▼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:10/23(金) 第 1 部 10:30～12:45 第 2 部 13:45～16:00
場所:新宿エルタワー サンスカイルーム

※予約制 ※託児あり(要予約)

合同就職面接会開催
https://readygo.tokyo.jp/1023/moushikomi.html
-----------------------------------------------------☆世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
▼離婚をめぐる法律・制度活用講座
日時:第 1 回 10/18【法律編】 10:00～12:00
第 2 回 10/25【制度活用編】10:00～12:00
※オンライン(zoom)で受講したい方を対象としています。
http://www.laplace-setagaya.net/event/466/
-----------------------------------------------------☆ちょうふ若者ステーション
▼この新しい時代に働くってなんですか？5 年ひきこもっていた僕が働くまで
主催:調布市
日時:10/24(土)14:00～16:30
場所:調布市市民プラザあくろす 3F
※ライブ配信も実施しています。
https://www.sodateage.net/yss/chofu/
┏2 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 までで残業 10 時間以内の求人です。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆株式会社ジャパンイーエーピーシステムズ【正社員】営業事務員
【最寄駅】JR 高田馬場駅から徒歩 1 分

13080-63284201

※使用期間終了後は週の半分は在宅勤務可能。要 PC 中級以上のスキル
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1308063284201&kJKbn=1&jGSHNo=TF36H1%2FZXPwdTCRVScIMyw%3D%3D&fullPart
=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
------------------------------------------------------

☆株式会社ツリーベル ビジネスソリューションズ事業部
【正社員】事務スタッフ ※35 歳までの方
【最寄駅】JR 四ツ谷駅から徒歩 10 分

13080-63174901

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1308063174901&kJKbn=1&jGSHNo=UjIgAKWuRigqepyysrquIQ%3D%3D&fullPart=1&iNF
TeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆ソフィアメディ株式会社

【正社員】お客様相談窓口（一部在宅勤務）

【最寄駅】JR 五反田駅から徒歩 3 分

13040-90933001

※要営業経験やお客様対応の経験または、保険会社等でトラブル対応の経験
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1304090933001&kJKbn=1&jGSHNo=ZfSjmGuUoIJBIFXSm4amtQ%3D%3D&fullPart=1&i
NFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆医療法人社団武広会

【正社員】 総務、一般事務

【最寄駅】京急平和島から徒歩 2 分

13060-12707501

※要普通自動車運転免許
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1306012707501&kJKbn=1&jGSHNo=QL2OZ3hMWpzE%2FWabjWIpQw%3D%3D&fullPart
=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
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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。紹介書をメール添付または郵送します。
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 ひとり親 Tokyo（東京都ひとり親家庭福祉協議会）からのお知らせ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆寄贈品のプレゼントについて
このたびビバリーグレンラボラトリーズ株式会社様から、規格外となった
化粧水「Qu Some ローション」
（市販価格 5500 円(税込)）を寄贈していただきました。
この製品は一部で白濁した浮遊物が液中に見られたという理由で
規格外となりましたが、効果や品質、安全性は全く問題ないそうです。
想いを込めて作ったこの製品を誰かに使っていただきたく、
また廃棄には、環境への負荷が懸念されることから、共同募金会様のご提案もあり、
ビバリーグレンラボラトリーズ株式会社様のご厚意で、この製品を共同募金会様を通じ、当協議会に寄贈
していただきました。

そこで、このメールマガジンをご講読のひとり親家庭の方（離婚前の方も含む）で、受け取りに来られる
方に限定し、
この寄贈品をお渡しいたします。
（お一人最大 3 本まで）
ただし、企業様のご厚意で寄贈された製品であることから、ご家庭内での使用に限らせていただき、
転売防止のためにパッケージに当協議会の印を押してお渡しすることを
ご了承ください。
受け取り場所は、当協議会事務所です。
遠方でご来所が難しい方は、はあと多摩、はあと飯田橋でもお受け取りいただけます。
ご希望の方は、事前に以下の受け取り場所にお電話をいただき、在庫状況の確認と
受け取り日時をお知らせください。
●（一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会
※電話連絡及び受渡時間
03-5261-1341

10 時～16 時（土日祝を除く）

新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 5 階

●はあと多摩

042-506-1182

立川市曙町 2-8-30 立川わかぐさビル 4 階

●はあと飯田橋

03-3263-3451

千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター7 階

※はあと多摩、はあと飯田橋の開所曜日・時間は以下をご確認ください。
http://www.haat.or.jp/category/1907035.html
※在庫がなくなり次第の終了となりますのでご了承ください。
-----------------------------------------------------☆レンタルスーツ貸し出しについて
以前メルマガでご案内した、フランス系ファッションブランド様より
ご提供いただいたレディーススーツについて再度のご案内です。
今の時期にちょうどよい素材のスーツです。
就職活動中のひとり親家庭の方（離婚前の方、お子様も含む）にお貸出しいたします。
期間は原則３ヶ月です。
就活中の方だけではなく、営業職等、仕事でスーツを着用する方にもご利用いただけます。
サイズは 34(7 号相当)～46(17 号相当)まで幅広く取り揃えております。
スタイリッシュなスーツを着てぜひ採用を勝ち取りましょう！
お申込お待ちしております。
https://www.tobokyou.net/publics/index/267/
-------------------------------▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

