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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
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はあと飯田橋ではお子さん向けの｢適職診断ツールを用いた個別相談」を実施しています。
お子さんが夏休みの間に、受検をお勧めしてみてはいかがでしょうか。
一般職業適性検査（13 歳から受検可能）や職業レディネステスト（中学生から受検可能）は
結果のプロフィールをお持ち帰りいただけます。小学生からご利用いただける
OHBY カードというツールもあります。
ご予約は、03-3263-3451 まで。
┏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】
☆平成 30 年度 ひとり親のためのパソコン講習会
▼第 5 回 初級
場所:中央･城北職業能力開発センター 板橋校(浮間舟渡）
実施日:8/21(火)･8/24(金)･8/28(火）
締切:7/23(月)
----------------▼第 6 回 初級
場所:城東職業能力開発センター(足立区綾瀬）
実施日:9/4(火)･9/6（木)･9/11(火)
締切:8/6(月）
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
------------------------------------------------------

【はあと以外のイベント等の紹介】
☆東京都福祉保健局
▼平成 30 年度ひとり親家庭等在宅就業推進事業 追加募集中
～在宅で仕事をしたい方、 ＋α の収入を得たい方、すきま時間を活用したい方、
都のサポートを受けて在宅ワークを始めてみませんか？～
定員：若干名 ※支援対象者の枠（30 名）が埋まり次第募集を終了します。
受講期間:随時～2019 年 3 月末
申込期間:9 月末まで
申込みフォーム： https://www.kamimage.com/v1ql5iGY
▼支援内容
～4 月からの参加者は、すでに在宅ワークをスタートしています！～
＊3 月末までの支援期間中に一人ひとりに合った支援プランを作成します。
＊キャリアカウンセラーが期間中、支援させていただきます。
＊支援期間中にも実際に在宅ワークにチャレンジして収入を得ることができます。
▼東京都の HP
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/syurou/zaitaku-suishin.html
☆ひとり親 Tokyo 協力イベント
-----------------------------------------------------▼子どもわくわく自然体験キャンプ(ご招待）
実施日:8/9(木)～8/11(土) 2 泊 3 日
場所:ばんだいふれあいぴあ

福島県耶麻郡細野(桧原湖湖畔）

主催:SYD 青年部
対象:小 1～中 3
締切:7/23(月）
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1349#page27_1349
-----------------------------------------------------☆女性しごと応援テラス
▼再就職に役立つ！人事･給与計算コース
日時:9/11(火)～9/28(金)土日祝除く 10/30(火)

10:00～16:00

場所:東京しごとセンター/職場体験先
申込期間:7/9(月)～8/30(木)
https://tokyoshigoto-terrace.jp/prepare/index.html?id=base?id=20180911
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター
▼自営型テレワークの活用の際に注意すべきポイント
＊自営型テレワーク=在宅ワーク
日時:7/19(木) 14:00～16:00
場所:東京しごとセンター 地下 2 階講堂
締切:定員になり次第

＊託児は申込終了

https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_772.html
-----------------------------------------------------☆豊島区男女平等推進センターエポック 10

▼講演会 旦那さんはアスペルガー。
。でも大好きです！！
～あなたに伝えたいカサンドラ脱却のホップ･ステップ･ジャンプ～
日時:7/29(日) 13:00～15:00
場所:男女平等推進センター研修室 2（としま産業振興プラザ）
対象:ご家族に発達障害の人がいる方

*保育あり(締切 7/19 先着順）

参加費:500 円
http://www.city.toshima.lg.jp/050/1805211459.html
-----------------------------------------------------☆東京都
▼理容師資格取得促進事業
理容師を目指す方に理容師資格取得のための専修学校の入学金、授業料、その他教材費を
東京都が全面的にサポートする事業です。
応募条件は、東京都内で理容師として就職することです。その他、収入等の条件あり。
15 歳以上の方が応募できますので、お子さんの進路選択の参考になさってください。
http://www.trsc.jp/sokushin/
-----------------------------------------------------☆東京都
▼介護職員就業促進事業
介護業務への就労を希望する方が、6 ヶ月間介護施設等で就労しながら、
介護職員初任者研修または実務者研修を受講できる事業です。
無資格の方は初任者研修、初任者研修をお持ちの方は実務者研修を勤務時間内に
受講できます。資格取得費用の本人負担はありません。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/05/21/11.html
https://kaigo.human-lifecare.jp/1805_QA.pdf
-----------------------------------------------------☆警視庁少年育成課
▼少年相談所の開設
お子さんの非行などで悩んでいるご家族や、いじめ、犯罪等の被害にあって
悩んでいるお子さんのために、心理専門職員等が秘密厳守･無料で相談
日時:9/28(金)～9/30(日) 10:00～17:00
場所:東武百貨店池袋店 7 階 1 番地 特設会場 ＊予約不要
┏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ハローワークとの連携求人です。
いずれも就業時間が 18:00 までの残業少なめの正社員です。
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
☆株式会社三水コンサルタント【正社員】一般事務(文京区）27020-46092081
【勤務地】 文京区 茗荷谷駅 1 分
-----------------------------------------------------☆株式会社グラフィカ大内

【正社員】一般事務 13120-12793381

【勤務地】 墨田区 都営新宿線菊川駅 5 分
-----------------------------------------------------☆株式会社解良工務店 【正社員】一般事務 13110-15536881
【勤務地】 足立区 北綾瀬駅 10 分
-----------------------------------------------------☆株式会社糠加ビルディング 【正社員】ビル管理業務･経理事務 13090-31609081
【勤務地】 板橋区 志村坂上駅 1 分
-----------------------------------------------------☆双葉教育株式会社 【正社員】一般事務 13040-77111381
【勤務地】 港区 神谷町駅 1 分
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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 お子さん向け支援･レジャーのご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆NPO 維新隊ユネスコクラブ
▼ステップアップ塾生追加募集のお知らせ
新宿区内で毎週木曜日に開催している食事つき個別指導無料塾「ステップアップ塾」の追加募集の案内です。
ホームページ（https://stepup-unesco.com/）をよくご覧の上、ご希望の方はお申込み下さい。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftjZwVjV1YmfEU0bE8RA6ydJh-k9SfQY_hIwB61bzZK3BbA/viewform
対象:小学 1～中学 3 年で家庭の年収が 271 万円未満の方
(保護者の送迎の都合や部活動の都合で欠席が多くなる見込みの方はご遠慮ください。)
月謝:家庭の年収に応じて（年収 135 万円未満は月謝無料、135 万円以上 271 万円未満の家庭は 2,000 円/月）
提出書類:年収を証明できる書類（課税証明書、確定申告書の控えなど）、家族全員の名前が記載されている住民
票
----------------------▼ステップアップ塾 夏期合宿参加者募集
日程:8/4(土)9:00～5(日)13：00
対象:小 1～中 3
参加費:ステップアップ塾生 10,000 円、塾生以外 15,000 円

参加人数:30 名程度
締切:7/28(土)
https://stepup-unesco.com/2018summer/
-----------------------------------------------------☆宿題･自由研究大作戦事務局
▼夏休み 2018 宿題･自由研究大作戦！【警視庁コーナー開設】
日時:7/26(木)～7/28(土）9:00～16:00
場所:東京ビックサイト東 7 ホール
入場無料ですが、ご来場には事前登録が必要です。
https://www.jma-wakuwaku.com/index.html
-----------------------------------------------------☆葛西臨海水族園
▼「海のあそびや 2018」シリーズ第 2 回「生き物探しの名人になろう!」
日時:8/3(金) 10:00～15:00
場所:葛西臨海水族園
対象:小 3・4
参加費:無料(入園料も無料、付き添い保護者 1 名まで入園無料）
申込方法:メールにて（詳細は以下の URL を参照ください）
締切:7/25 送信分まで
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=kasai&link_num=24985
-----------------------------------------------------☆多摩動物公園
▼自然観察会「ムササビの棲む森を見よう」
日時:9/2(日) 14:00～20:30
場所:多摩動物公園、高尾山薬王院周辺
参加費:大人：1000 円、小学生：500 円（ケーブルカー代・資料代など）
申込方法:メールにて（詳細は以下の URL を参照ください）
締切:8/1 送信分まで
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=tama&link_num=24959
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

