メールマガジン 2021 年 3 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。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
◆ INDEX ◆
1. イベント・セミナーのご案内
2. 注目求人ピックアップ
3. お子様関連情報
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携帯電話の契約変更に伴いメールアドレスが変更になった方は
以下のメルマガ登録フォームから変更手続きをお願いいたします。
https://haat.blogdehp.ne.jp/category/1902254.html
変更の際は、旧アドレスについて以下のフォームから登録解除をお願いいたします。
http://www.haat.or.jp/category/2029476.html

┏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】
☆ひとり親のためのパソコン講習会
▼令和 3 年度 第 1 回 初級
日時:4/9(金)･4/21(水)･4/22(木)
場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋）
締切:3/22(月）
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
------------------------▼令和 3 年度 第 2 回 応用
日時:5/21(金)･5/26(水)･5/28(金)
場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋）
締切:4/26(日）
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 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
------------------------▼2021 年度 第 1 回ライフプランセミナー
「看護師への道」
第1部

4/24(土)13：45～16：30 （対象：看護師という仕事に興味がある方）

第2部

5/23(日)13：30～16：30

(対象：看護学校受験を考えている方）

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）
※いずれか 1 日の参加も可能です。
※託児申込締切は、第 1 部 4/9(金), 第 2 部 5/10(月)
http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
-----------------------------------------------------☆はあと多摩
▼＠はあと多摩第 6 回ライフプランセミナ―
「福祉のプロに学ぶ働き方と資格講座」
東京都福祉人財センター多摩支所から講師をお招きし、福祉分野の働き方、その際にあるとよい資格、支
援制度についてくわしくご説明頂きます。安定した需要のある福祉のお仕事に興味のある方、長く働きた
い方、資格取得に興味がある方、ぜひご参加ください！
講師:東京都福祉人財センター多摩支所職員の方
日時:3/20(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 3/20(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摩
▼【就職ノウハウ】リセット！職業選択の目 2021～ "with or after"コロナ禍の迷路を解く～
日時:3/23(火)13:30～16:00

場所:東京しごとセンター多摩

4階

第 5 会議室

https://www.tokyoshigoto.jp/tama/event_seminar/middle/seminar_5790.html
-----------------------------------------------------☆女性しごと応援テラス
▼第 1 回 女性再就職サポートプログラム再就職に役立つ、経理基本コース
実施期間:
【プログラム】4/8(木)～4/23(金)

10:00～16:00 ※土日祝を除く

【フォローアップ】5/20(木) 10:00～16:00
募集期間:2/17 日（水）～ 2021 年 3 月 30 日(火)17:00 まで
https://tokyoshigoto-terrace.jp/prepare/index.html?id=base?id=20210408
┏2 注目求人ピックアップ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下記は当センターで紹介書を発行できる求人です。
ご希望の方はご連絡ください。
☆株式会社シャイン
▼玩具・雑貨メーカーの事務職【正社員】13010-11098111
勤務地:東日本橋駅から徒歩 2 分
※メーカーでの営業事務経験者優遇、要 PC スキル（エクセル表計算レベル）
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1301011098111&kJKbn=1&jGSHNo=dya%2FgT%2BrNUOB4BnvgLUt1A%3D%3D&fullPar
t=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆ペットメディカルサポート株式会社
▼お客様サービスセンター（管理職候補）
【正社員】13040-8106211
勤務地:渋谷区幡ヶ谷（幡ヶ谷駅から徒歩 1 分）
※マネジメント経験ある方尚可、要 PC スキル
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1304008106211&kJKbn=1&jGSHNo=uUHuvdFfUE4mdLputs0ZPw%3D%3D&fullPart=1&i
NFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆東京グリーンシステムズ株式会社
▼オフィス総合事務（リーダー候補）
【正社員】13200-2038111
勤務地:豊洲駅から徒歩 3 分
※要 PC 基本操作
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1320002038111&kJKbn=1&jGSHNo=1LBXQrGPvzq9iMRze0ugfA%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。
┏3 お子様関連情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会
▼ローソンの「夢を応援基金『ひとり親家庭支援奨学金制度』」
金額:月額 30,000 円（返還不要、他の奨学金との併用可）
対象:中学校 3 年生、高等学校（1～3 年生）、
高等専門学校（1～3 年生）等に在籍する生徒（2021 年 4 月現在）
※その他応募資格あり
※募集案内は 2/20 から閲覧･ダウンロード可能。締切は 4/28(水）郵送必着
https://www.tobokyou.net/publics/index/288/&anchor_link=page288#page288
----------------------------------------------------☆一般財団法人コープみらい社会活動財団
▼奨学生募集
金額:月額 10,000 円/3 年間給付 （3 年間給付は新入学生の場合です）
対象:コープみらい組合員のひとり親家庭（両親がいない人も）の高校生(新入学生・在校生）
締切:4/9(金)必着
https://www.coopmirai-zaidan.or.jp/scholarship/bosyu/
----------------------------------------------------☆公益財団法人重田教育財団
▼第 5 回_臨時母子世帯養育援助金のお知らせ
定員:500 名
金額:10 万円/名
対象:未就学の 6 歳以下のお子様を持つ母子世帯
応募資格:
・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
・生活保護を受けていないこと
（その他条件あり）
募集期間:3/1～4/30
https://s-ef.or.jp/motherandchild/
----------------------------------------------------☆家庭の事情等で塾に通えない小・中学生のための個別指導型無料塾「ステップアップ塾」
https://stepup-unesco.com/
▼2021 年度入塾申し込み受付中！
対象:家庭や学校等の事情で塾通いができない小学 4 年～中学 3 年生
開催日:4/17~2/26 までの毎週土曜日（祝祭日等休講日有）
クラスと定員:Ⅰ部：12:30～15:00（自宅からの受講者は 13:00～15:00）定員 20 名／Ⅱ部：16:00～18:30
（自宅からの受講者は 16:00～18:00）定員 20 名

授業形式:双方向のオンラインによる個別学習指導。自宅にオンライン環境がない人は教室（西新宿または
新江古田）からの参加もできます。
費用:家庭の年収に応じて無料～4,000 円/月（要証明書類）
締切:3/21(日)23:59 まで
入塾申込フォーム: https://stepup-unesco.com/2021entry/
問い合わせ: suj@ishintai.org 050-7110-1820/090-9800-0125(平日 10:00～17:30/担当：濱松和香子)
お申込みは、原則として毎週遅刻せずに参加できる方のみです。また外国語での対応はできません。
----------------------------------------------------▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

