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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、5 月から「小論文指導のプロにきこう！個別指導による小論文・
作文対策」を実施いたします。応募の際に求められる作文はもちろんのこと、
看護学校等の受験の際の提出作文や、お子さんの AO／推薦入試にも
対応いたします。添削はもちろんのこと、内容を検討する段階からお手伝いします。
お子さんが未来の扉を開けるよう本気で応援します。
小論文対策は早めの準備が必要です。ぜひご利用ください。
ご予約はこちらから ⇒ http://www.haat.or.jp/article/16106871.html

┏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 31 年度 ひとり親のためのパソコン講習会
▼第 1 回 初級
場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋）
実施日:5/20(月)･5/24(金)･5/28(火)
締切:4/22(月)
-------------------------▼第 2 回 応用
場所:中央・城北職業能力開発センター(飯田橋）
実施日:6/7(金)･6/10(月)･6/14(金)
締切:5/7(火）
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
-------------------------------------------------

☆看護師への道
日時:5/19(日) 10:00～16:00 ＊託児あり（先着 10 名 残りごくわずか）
場所:東京しごとセンター 地下講堂
http://www.haat.or.jp/article/16080181.html
-----------------------------------------------------【はあと以外の各種情報の紹介】
☆東京都福祉保健局
▼新しい働き方にチャレンジしませんか。
『平成 31 年度東京都ひとり親家庭在宅就業推進事業』参加者募集中！
東京都ではひとり親家庭の皆様を対象に、主となるお仕事にプラスとなる収入を得る手段として、
クラウドソーシング（＝在宅ワーク）の定着を図るための支援事業を開始いたします。
情報通信技術が発達し、さまざまな働き方が広がっています。
働き方の一つの選択肢としてクラウドソーシングを身に付けてみませんか。
参加資格:
1．都内のひとり親・寡婦の方で、在宅ワークを実施できる知識・技術（パソコンや Office ソフトの利用経験等）はあるが、実績
が不足している方
2．在宅ワークによって収入を得ようという意欲のある方（例えば、将来教育費支出に備えたい等）
※事業説明会 4/21（日）もあります。詳細･申し込みはこちらから
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/syurou/zaitaku-suishin.html
-----------------------------------------------------▼受験生チャレンジ支援貸付事業
31 年度受付開始(4/1～)
中 3、高 3 のお子さんを養育する一定所得以下の世帯を対象に
学習塾代や受験料の貸付を無利子で行います。（要件･審査あり）
高校や大学等に入学した場合は、返済免除になります。
塾代 20 万円、高校受験料 27400 円 大学等受験料 80000 円
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.html
-----------------------------------------------------☆ひとり親 Tokyo
▼ローソン「夢を応援基金」ひとり親家庭奨学金支援制度 募集開始
月 3 万円の給付型奨学金 他の奨学金と併用可能
対象:中 3、高 1～3、高専 1～3 等に在籍する生徒
その他条件あり
締切:4/26(金) 必着
https://www.tobokyou.net/publics/index/197/&anchor_link=page197#page197
-----------------------------------------------------☆公益財団法人東京都福祉保健財団
▼東京都子育て支援員研修地域保育コース（第 1 期）受講生募集
対象:都内に在住または在勤の方
申込期間:4/3(水)～17(水)
研修日程:6/21(金)から順次開始
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/03/20/08.html

-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター ミドルコーナー
▼企業の本音を探る 採用コンサルタントにきく、求人票の読み解き方
日時:5/8(水）13:30～15:30
場所:東京しごとセンター 地下講堂
対象:30～54 歳の就職活動中の方 *受講にはミドルコーナーへの登録が必要です。
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/middle/seminar_2132.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター 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:6/6(木）～6/21(金）＊土日祝除く 7/17(水）
場所:東京しごとセンター/職場体験先
申込期間:4/8(月)～5/23(木）
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/jyosei/seminar_2189.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター多摩
▼元キャビンアテンダントが伝える就職に役立つワンランク上のビジネスマナー
日時:5/8(水）13:00～15:30

＊託児あり（申込締切 4/20(土））

場所:立川市女性総合センターアイム
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/seminar.php?data_id=5480
-----------------------------------------------------☆東京しごと財団
▼わが子の「働く」への一歩を支える保護者のためのセミナーと相談会
お子さんが就職活動に踏み出せない、働き続けられない等の悩みを抱える
保護者のためのセミナーと相談会。お子さんの対象年齢 16～34 歳
日時:4/20(土）13:30～15:30
場所:東京しごとセンター 3 階 ワークスタート教室
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_467.html

┏3 注目求人ピックアップ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆瀬戸内海にある山口県最大の有人離島･平郡島で働こう！
▼一般社団法人島の学園 生活支援員（資格・経験不問）
6 月に新規開設する知的障害者向けのグループホームでの生活支援員(正社員）の
お仕事です。高齢者介護と違い、力仕事ではありません。
小さなお子様や放課後のお子様を事業所内で見守りながら働くことができます。
小学校では、2～3 人の生徒に担任がつき、しっかりとした教育が受けられます。
家賃は 2～3 万程度で、1 ヶ月 10 万円の生活費で十分暮らしていけます。
月給は、20～23 万円に加えて、子ども手当（第 1 子 3 万円、第 2 子 2 万円、第 3、4 子各 1 万円）が
支給されます。
都会の喧騒を離れて、自然豊かな島でお子さんとスローライフを楽しみませんか。
平郡島の様子はこちら→ http://kanko-yanai.com/y_wp_root/heigun_island/

求人詳細はこちら→ http://www.tobokyou.net/files/lib/18/1472/201904051314354506.pdf

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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 お子様向け情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆ひとり親 Tokyo
▼親子で楽しむポニー乗馬体験 in 小貝川牧場
日時:5/25(土) 8:45～16:30
場所:茨城県 取手市 小貝川ポニー牧場
集合:JR 上野駅入谷改札近くの「ぱんだの像」前
対象:東京都在住のひとり親家庭の親子（小学生以下）
参加費:親子(お子さん一人）で 3000 円 ＊交通費含む お弁当つき
締切:4/19(金）
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1446_526#page27_1446_526
---------------------------------------------▼絆キャンプ～ひとり親家庭の子ども「自然体験教室 in 白樺高原」
日時:6/8(土～6/9(日） 1 泊 2 日
場所:長野県 白樺高原（飯田橋周辺 8:00 出発 貸し切りバス利用）
対象:東京都在住のひとり親家庭の小 4～中学生のお子さん 40 名
参加費:1 人 3000 円
締切:5/8(水)17:00 必着
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1476_530#page27_1476_530
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

