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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】
☆離婚前後の親支援講座
▼もう一度、子どものことを考えてみよう
対象:ひとり親、プレひとり親の方
養育費や面会交流について共に学び、話し合うセミナーです。
第1回

明日に向かって

日時:2/21(日)

13：30～15：30

講師:弁護士 棚村政行氏(早稲田大学法学学術院教授)
場所:飯田橋セントラルプラザ 12 階会議室
第2回

次の一歩のために

日時:2/27(土)
講師:山口美智子氏(公益社団法人家庭問題情報センター理事)
場所:武蔵野公会堂 第 1･2 合同会議室
※両日とも託児あり(要予約)
http://www.haat.or.jp/article/16342586.html
-----------------------------------------------------☆令和 2 年度 ひとり親のためのパソコン講習会
▼第 11 回 初級
日時:3/24(水)･3/26(金)･3/30(火)
場所:多摩職業能力開発センター(西立川)
締切:3/10(水)
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/article/16312481.html
------------------------▼第 10 回ライフプランセミナー
「わたしらしく、長く働き続けるための資格」
「資格取得」をテーマに人気の福祉関係の資格を中心に、資格の取得方法や費用、利用できる制度などを
ご紹介します。福祉関係の資格については、東京都福祉人材センターより講師をお招きし、詳しくお話を
伺います。
日時:2/20(土)14:00～15:30
場所:東京しごとセンター地下講堂
対象:東京都在住のひとり親家庭の方、プレひとり親家庭の方
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 2/5(金)
http://www.haat.or.jp/article/16338801.html
-----------------------------------------------------▼第 11 回ライフプランセミナー
「在宅ワークについて理解を深めよう」
はあと飯田橋の第 11 回ライフプランセミナーでは、在宅ワークをテーマに、在宅ワークを始める
ために必要な基礎知識（仕事の種類・見つけ方・必要なスキル・心構えなど）について学びます。
ひとり親の方の体験発表も予定しております。
また、「令和 3 年度東京都ひとり親家庭等在宅就業推進事業」のご案内もいたします。
日時:3/27(土)14:00～16:00
場所:東京しごとセンター地下講堂
対象:東京都在住のひとり親家庭の方、プレひとり親家庭の方
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 3/15(月)
http://www.haat.or.jp/article/16343221.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 3 回ひとり親グループ相談会
「仕事と子育てとの両立どうしてる？」～○○しなくっちゃに追われる毎日。子どもの年齢に応じた働き
方について考えてみよう～
みんなで話し合いながら「働き方と親としての私」を見つめなおしましょう。ひとり親をサポートする制
度もご案内します。
講師:平岡常依（キャリアコンサルタント、元保育園園長）
日時:1/23(土)13:00～16:00 受付 12:45～
場所:はあと多摩

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)
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
-----------------------▼第 4 回ひとり親グループ相談会
「多様な働き方について話し合ってみませんか？」
実際に起業した方の体験談を聴き、いろいろ質問をしてみましょう。
講師:起業経験者
日時:2/6(土)13:00～16:00 受付 12:45～
場所:はあと多摩
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 1/27(水)
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
-----------------------▼第 5 回ひとり親グループ相談会
「私は？うちの子は？どのタイプ？」～9 つの性格タイプ論《エニアグラム》を使って～
タイプによって『言われたい言葉』
『絶対に言われたくない言葉』が違います。ご自身とご家族のタイプを
理解し日々の生活にいかしてみませんか？
講師:小田島のりこ（日本エニアグラム学会認定ファシリテーター）
日時:2/20(土)13:00～16:00 受付 12:45～
場所:はあと多摩
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 2/10(水)
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
-----------------------▼＠はあと多摩 第４回ライフプランセミナー
「プチ起業で収入アップ！」
お待たせ致しました！はあと飯田橋で開催した「副業としてのプチ起業」が好評だったため多摩地区でも
開催します！副業や起業に興味がある、
自分の好きなことで小さく起業してみたい方におススメです。ぜひご参加ください。※飯田橋で開催した
内容と重複する部分があります。
講師:はあと職員
日時:2/6(土)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１/27（水）

http://www.haat.or.jp/category/2116471.html
-----------------------▼＠はあと多摩 第 5 回ライフプランセミナー
「どう準備？進学のためのお金のキホン講座」
奨学金、貸付金、助成金…制度をどう活用したらいいか、基礎から知りたい方向けの講座です。目先の進
学費用だけではなく、
お子様の就職後の家計や自分の老後費用も知ったうえで、教育費用を考えます。実際に教育費プランシー
トを作成しましょう。
この機会にぜひ、ご参加ください！

講師:関東財務局東京事務所職員の方
はあと職員
日時:3/7(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 2/25（木）

※高校生以上のお子様もご参加いただけます。（保護者同伴でなくとも可）
※持ち物：筆記用具
http://www.haat.or.jp/category/2116471.html
-----------------------------------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆東京ウィメンズプラザ
▼令和 2 年度女性活躍推進事業「働くあなたのスキルアップセミナー」オンデマンド配信開始
働くあなたのスキルアップセミナー
～テレワークで自分らしい働き方を☆セルフマネジメントで”わたしスタイル”を手に入れる～
オンデマンド配信開始
ワークとライフが「自宅」という同一空間内で行われるテレワーク。
石倉秀明さん（株式会社キャスター 取締役 COO）を講師にお招きし、
石倉さん流のタイムマネジメントや働き方のコツ、テレワークのための仕事環境（空間）の整え方など、
自分らしい働き方のヒントを、オンデマンド配信でお伝えしています。
http://www1.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/seminar/tabid/400/Default.aspx
-----------------------------------------------------☆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

▼女性再就職サポートプログラム in 府中 女性のための再就職パソコンスキルアップコース
日時:プログラム期間 2/15(月)～19(金)(土日祝日除く)
職場体験期間

3/2(火)～3/4(木）※1～3 日の選択制

3/1(月)･3/5(金)

場所:/府中市男女共同参画センター/職場体験先
申込期間:12/15(火)～1/20(水）※託児つき
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/topics/2020/topics_5414.html
-----------------------------------------------------☆東京都労働相談情報センター
▼労働法基礎セミナーin 亀戸
日時:2/1(月)～2/3(水) 13:00～16:20
場所:亀戸文化センター 5 階

第 1・2 研修室

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo001069
-----------------------------------------------------☆ホットケナイン
▼ひとり親家庭のサポートチームから飲食店が作ったおいしいお弁当を毎日無償でお届け
一定期間、毎日ご自宅までお弁当を無償でお届け。支援を受ける期間は活動レポートや支援者様へのお手
紙を提出が必要です。
今回は新宿区・品川区在住の方に限定して募集します。
支援は、申し込みから審査・面談を経て決定します。
詳細・応募はこちらから
https://hottokenine.jp/delivery/

-----------------------------------------------------☆静岡県伊豆市
▼ひとり親の皆さん限定！「伊豆市移住体験オンラインツアー」に参加してみませんか？
静岡県伊豆市では、ひとり親の皆さん限定の「移住体験オンラインツアー」を開催します。
首都圏から約 2 時間足らず。自然いっぱいの観光地伊豆市について、お仕事や子育てトーク、旅館や施設
見学等、オンラインで伊豆市を“見て・聴いて・感じる”盛りだくさんのプログラムです。
もちろん、お子さんも一緒に！是非ご参加ください。
開催日：２/６(土) 13:00～16:00(予定)
対象:伊豆市外にお住いのひとり親の方
申込締切:1/27(水)
参加費:無料
詳細及び申込み方法は、伊豆市ホームページからご覧ください。
http://www.city.izu.shizuoka.jp/gyousei/gyousei_detail009300.html
┏2 4 月生募集の職業訓練情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以下の職業訓練の申込期間はいずれも 1/5(火)～1/28(木）です。申込は住所地を管轄するハローワークに
て。
☆専門人材育成訓練
歯科技工士科、言語聴覚士養成科、税理士科、精神保健福祉士一般養成科、社会福祉士養成科など多数の
科目があります。
受講期間は科目により 2 年または 1 年です。
受講には条件がある科目がありますので、詳細は以下をご確認ください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/202104_senmon.pdf
---------------------☆保育士養成科
期間:2 年間 ※高卒以上
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/202104_hoiku.pdf
---------------------☆介護福祉養成科
期間:2 年間 ※高卒以上
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/202104_kaigo.pdf
┏3 注目求人ピックアップ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆国土交通省 観光庁
▼一般事務（庶務業務）13010-252711
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301000324711&kJKbn=1&jGSHNo=Oxbk%2FU2LOzIr%2BuaRnwM01g%3D%3D&fullPar
t=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0

▼一般事務（秘書業務）13010-293711
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301000293711&kJKbn=1&jGSHNo=Oxbk%2FU2LOzIr%2BuaRnwM01g%3D%3D&fullPar
t=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
▼一般事務（国際業務）13010-324711
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301000324711&kJKbn=1&jGSHNo=Oxbk%2FU2LOzIr%2BuaRnwM01g%3D%3D&fullPar
t=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
勤務地:いずれも千代田区霞が関
締切日:いずれも 1/29(金)必着
-----------------------------------------------------☆内閣府官民人材交流センター
▼期間業務職員(一般事務補助)

13010-3825811

勤務地:千代田区大手町
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301003825811&kJKbn=1&jGSHNo=OiKgrQpLv30DraUH6ofSzA%3D%3D&fullPart=1&iN
FTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆農林水産省 農村振興局
▼事務補助

13010-2927511

勤務地:千代田区霞が関
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301002927511&kJKbn=1&jGSHNo=ba9rCMr8Z2il3Uo6T5rcAA%3D%3D&fullPart=1&iNF
TeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆厚生労働省 人材開発統括官
▼一般行政事務補助

13010-1706411

勤務地:千代田区霞が関
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301001706411&kJKbn=1&jGSHNo=0A%2BFEkblpqz5dUqFWngzKg%3D%3D&fullPart=1
&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆厚生労働省 職業安定局
▼一般行政事務補助

13010-936811

勤務地:千代田区霞が関
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301000936811&kJKbn=1&jGSHNo=oflH2VOAKrnJX2Dr1W2cHg%3D%3D&fullPart=1&iN
FTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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。
┏4 お子様関連情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆東京都福祉保健局
▼受験生チャレンジ支援貸付事業
対象:中学 3 年生・高校 3 年生又はこれに準じる方
塾費用や受験料の貸付(無利子)
※高校・大学等に入学した場合、返済免除
中途退学した方の再チャレンジにも利用可能
受付締切:おおむね令和 3 年 1 月下旬から同年 2 月中旬まで。
（区市町村によって締切日間近のところもあります。区市町村窓口にお急ぎご確認ください。）
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.h
tml
-----------------------------------------------------☆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 1 年生 （2 年生 若干名）
入塾要件:(入塾テスト・面談あり)
①意欲的に学習に取り込める本人の「や都立上位校へる気」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
【入塾時の成績の目安】
新中学 2 年生 通知表の主要 5 科目評定平均 3.8 以上

（入塾テストあり）

※新中学 1 年生は小 6 の通知表と入塾テストの結果で決めさせて頂きます
授業実施日時:4/3(土）より毎週土曜日 中 1 生 14:00～17:00 中 2 生 14:00 ～18:00
場所：JR 代々木駅より徒歩 1 分の貸し会議室
https://teracoinfo.wixsite.com/teraco
-----------------------------------------------------☆認定 NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
▼『教育費サポートブック』の新版無料送付受付中
https://www.single-mama.com/publish/education-reader/
-----------------------------------------------------☆公益財団法人明光教育研究所
▼給付型奨学金 募集中
給付額:最大 40～60 万円／1 人
給付期間:1 年間
受付期間:12 月 1 日(火) ～2021 年 1 月 22 日(金) 当日消印有効
http://www.meiko-zaidan.jp/program/list

-----------------------------------------------------☆公益財団法人石橋奨学会
▼給付型奨学金 募集中
給付額:月額 8 万円
給付期間:1 年間
受付期間:1/5(火) ～2/5(金) 当日消印有効
http://www.isibasif.or.jp/
-----------------------------------------------------▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

