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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】
☆令和 2 年度 ひとり親のためのパソコン講習会
▼第 9 回 応用
12/2(水)･12/3(木)･12/9(水)
場所:多摩職業能力開発センター(西立川)
締切:募集延長
----------------------▼第 10 回 応用
1/6(水)･1/13(水)･1/27(水)
場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋)
締切:12/11(金)
申込はこちらから
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
-----------------------------------------------------☆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 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
------------------------▼第 9 回ライフプランセミナー
「教育資金について知ろう」
日本学生支援機構のスカラシップアドバイザーをお招きして、大学等への進学費用や奨学金制度、
入学後と社会人になってからのお金のことについてお話を伺います。
参加者の方には、実際に資金計画を作成するワークを行っていただきます。
高校生以上のお子さまも参加可能です。
日時:1/30(土)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 1/15(金)
http://www.haat.or.jp/article/16327896.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
-----------------------▼第 2 回ひとり親グループ相談会
「ひとりでがんばっていませんか？～手抜きテクと家事仲間でハッピーライフ♪～」
ひとりで仕事も家事も全部こなしていませんか？家族には「手伝ってもらう」のではなく、
「家事仲間」になってもらいましょう！幼いお子さまでも大丈夫。
家事仲間になってもらう仕組みを作っていきませんか？
目からウロコの手抜きテクもご披露♪講師:はあと多摩相談員(１級整理収納アドバイザー)

日時:12/5(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 11/25(木)
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
-----------------------------------------------------▼第 1 回ライフプランセミナ―＠はあと多摩
開所初！キャリアプランを立てて、一緒に新しい一歩を踏み出そう！！
「キャリアプランセミナ―」
将来の目標や夢の実現に向けて、一歩踏み出したい！でもどうすれば…お金もかかるし…。そんなあなた
に是非ご参加いただきたいセミナーです。あなただけのキャリアプランを立てて、夢や目標への道筋を
「見える化」しましょう！
講師:はあと相談員
日時:11/28(土)14:00～15:30
場所:はあと多摩 多目的室
定員:20 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 11/18（水）

http://www.haat.or.jp/category/2116471.html
------------------------▼第 2 回ライフプランセミナ―＠はあと多摩
「お金のプロに学ぶマネー講座」
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、是非ご参加
ください。
11/15 にしごとセンターで開催のセミナーにご都合のつかなかった方はぜひどうぞ。
講師:関東財務局東京財務事務所職員の方
日時:12/13(日)10:00～11:30
場所:はあと多摩 多目的室
定員:20 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 12/3(木)
http://www.haat.or.jp/category/2116471.html
------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆東京しごとセンター
▼多様な働き方セミナー「非正規雇用で働く！～気になる法律とチェックポイント～」
日時:12/3(木) 13:30～16:30
対象:全年齢の方
場所:東京しごとセンター地下 2 階講堂 ※託児あり(申込締切 11/26）
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_5113.html
-----------------------------------------------------☆中央・城北職業能力開発センター・東京しごとセンター共催
▼～再就職のチャンスをつかむ～経験のみにとらわれない職業選択
日時:12/15(火)

13:00～15:20

対象:30～54 歳の就職活動中の方
場所:東京しごとセンター地下 2 階講堂

https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/middle/seminar_5035.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター女性しごと応援テラス
▼第 8 回女性再就職サポートプログラム 経理基本コース
日時:1/12(火)～28(木) 2/25(木) 10:00～16:00
場所:東京しごとセンター/職場訓練先
申込期間:11/2(月)～12/18(金)
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/jyosei/seminar_3984.html
-----------------------------------------------------☆東京都産業労働局
▼「職人塾」募集開始
対象:34 歳以下で、現在仕事についていない方や臨時的な職に就いている方など
実施期間:11 月～2 月
現地見学会
全 4 回（洋裁、貴金属装身具、手描友禅、伊勢型紙）
オンライン見学会
全 4 回（和裁、いす張り、江戸表具、江戸指物）
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/10/28/08.html
-----------------------------------------------------☆東京ウィメンズプラザ
▼令和２年度 配偶者暴力（ＤＶ）防止講演会【YouTube オンデマンド配信にて】
配信期間:11/19(木)～12/9(水)
内容:配偶者暴力（DV）から子供と私の安全・安心な暮らしを取り戻すために
講演①：配偶者暴力（DV）が子供に及ぼす影響
講演②：新しい暮らしを始めよう －つながりの中での回復をめざして
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/399/Default.aspx
┏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求人です。
ご希望の方はご連絡ください。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆東京グリーンシステムズ株式会社 13200-13615301
【正社員】オフィス総合事務（リーダー候補）※障がい者のメンバーと一緒に働くお仕事です。
【最寄駅】有楽町線豊洲駅から徒歩 3 分
※住友商事グループ SCSK 株式会社、東京都、多摩市の出資による第 3 セクター方式の特例子会社です。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1320013615301&kJKbn=1&jGSHNo=1LBXQrGPvzq9iMRze0ugfA%3D%3D&fullPart=1&iN
FTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆東京都福祉保健局
【会計年度任用職員】難病認定業務専門員
【勤務場所】西新宿または駒込

※月 16 日の勤務です。

※電話応対、接客等の経験があること。医療事務の知識及び業務経験があることが望ましい。
【締切】11/18 必着
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/hoken/shippei/oshirase/nanbyoukaikeininyo
u.html
-----------------------------------------------------☆東京都福祉保健局
【会計年度任用職員】保育施設巡回指導員

※月 16 日の勤務です。

【勤務場所】西新宿
※保育士、看護師、社会福祉士等の要資格。
（無資格でも所定の経験があればも応募可）
【締切】11/18 必着
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/syoushi/syoushi/oshirase/2020hoikujunkai-shidou03.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆昭和女子大学女性文化研究所 特別研究員 宮坂順子様からのご依頼です。
▼離婚前の生活状況についてのインタビュー調査にご協力ください
調査内容：離婚を決意してから離婚成立までの生活状況と問題点について
対象者：以下の①もしくは②の条件に当てはまる方
①シングルマザーの方
・未成年の子供を抱えて、離婚を前提とした別居状態（家庭内別居状態も含む）を経験した方
・おおむね 10 年以内に離婚した方
②プレシングルマザーの方
・未成年の子供を抱えて、現在離婚を前提とした別居状態（家庭内別居状態も含む）にある方
所要時間:1 時間半～2 時間程度
インタビュー調査の方法：Zoom あるいは面談(相談)
調査協力への謝礼:5000 円(クオカードもしくは振込)
調査人数:10 名程度
調査結果は、研究論文等で発表する予定があります。発表の際は、個人が特定されないよう十分に配慮し
プライバシー保護に努めます。
ご協力いただける方は、宮坂（miyasaka@swu.ac.jp）までお問い合わせください。

※正式な依頼はプロフィールをお伺いしてからとなりますので、ご了承ください。
※お問い合わせいただいた時点で定員に達した場合はご容赦ください。
┏4

お子様関連情報

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆公益財団法人重田教育財団
▼母子世帯教育援助金募集
対象:東京 23 区在住の母子世帯
応募条件:
・子が日本国籍を有し、東京 23 区内に住所がある母子世帯であること
・応募締め切り日時点で 5 歳以下の子が 1 名以上いること
・経済的な理由により日々の生活が困窮していること
・生活保護を受けていないこと
・給付金を子に関連の無い趣味や娯楽等に使用しないと誓約出来ること
・求めがあった場合には給付金の使途を報告出来ること
募集期間:
11/1～12/30
給付額:5 歳以下の子 1 名につき 60,000 円
https://s-ef.or.jp/motherandchild/
よくある質問はこちらから
https://s-ef.or.jp/faq/
-----------------------------------------------------☆フリー・ザ・チルドレン・ジャパン事務局
▼ テイク・アクション・オンライン・キャンプのためのスカラシップ（参加費免除制度）申請受付を開始
NPO 法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン主催テイク・アクション・オンライン・キャンプのプログラ
ムに経済的事由等を理由に
参加したくても参加できない子ども(小学 5 年生～高校生)に対して参加費免除支援をおこないます。
身近な社会問題に関心があったり、自分を変えたい！社会を変えたい！という想いを持った子どもを応援
するための冬休みの 3 日間のプログラムです。
日程:12/27(日)～29(火) 3 日間
支援内容: 参加費（16,000 円）を全額免除（必要に応じてタブレット端末またはＰＣとモバイル Wi-Fi ル
ータを無料貸与）
定員:10 名(経済的・身体的理由等で困難な状況にある小学 5 年生から高校生)
申請締切:11/24(火)
https://ftcj.org/archives/19778
-----------------------------------------------------☆ロードスター東京サンタドライブ 2020 実行委員会
▼マツダロードスター東京サンタドライブ 2020
親子でオープンカーに乗って都心のドライブ体験！
日時:11/29(日) 13:00～17:00(予定)

雨天中止

対象:都内在住のひとり親家庭の親子(5 歳以上)
集合場所:霞が関ビル
募集:25 組程度の親子
※ロードスターは二人乗りのため親子別々の車に乗りますが一緒に走ります。
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1718_617#page27_1718_617

-----------------------------------------------------▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

