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┏1 スキルアップ・イベント情報
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【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 3 回 初級
場所:多摩職業能力開発センター(西立川）
実施日:6/19(火)･6/21(木)･6/26(火）
締切:5/21(月)
▼第 4 回 応用
場所:多摩職業能力開発センター(西立川）
実施日:6/29(金)･7/4(水)･7/12(木）
締切:6/4(月)
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
------------------------------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆東京しごとセンター多摩
▼色の効果を就活に活かそう～第一印象を良くするセルフプロデュース～
日時:6/6(水) 13:00～15:30

*保育あり(締切:5/23 10 名 先着順）

場所:cocobunji プラザ リオンホール(国分寺市本町)
対象:就活中またはこれから働きたいと考えている女性の方
http://www.tokyoshigoto.jp/tama/seminar.php?data_id=4963
------------------------------------------------☆東京都
▼人生 100 年時代のキャリア＆ライフデザイン～働く女性が輝くために～

日時:6/21(木) 14:00～16:00
6/22(金） 14:00～16:00

＊託児あり

場所:ワイム貸会議室 高田馬場３F
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-000822
------------------------------------------------☆しんぐるまざあず・ふぉーらむ
▼2018 エンパワメントセミナー
自己尊重感を UP し、自分の取り扱い方を知ろう！
日時:〈第 1 回〉5/26(土) 自分を知ろう 短所を長所に
〈第 2 回〉6/23(土) ストレスを理解し自分を癒す
〈第 3 回〉7/14(土) 怒りのコントロールを学ぼう
各回 13:30～15:30（開場 13:15）
場所:都内（後日連絡）
参加費:各回 500 円

*保育あり

http://www.single-mama.com/event/empower2018.html
┏2 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。
------------------------------------------------☆双葉教育株式会社【正社員】一般事務 13040-48669681
【勤務地】港区 神谷町駅より徒歩 5 分
------------------------------------------------☆株式会社協伸 【正社員】経理及び一般事務 13090-21000481
【勤務地】練馬区 上石神井駅より徒歩 7 分
------------------------------------------------☆太平ビルサービス株式会社 東京支店 13080-23697881
【正社員】マンション理事会等運営補助・フロント業務
【勤務地】新宿区 西新宿駅より徒歩 5 分
＊マンションフロント業務経験、管理業務主任者、簿記 3 級尚可
------------------------------------------------☆株式会社ディーライン 13130-14659581
【正社員】総務事務および経理事務
【勤務地】江戸川区 西葛西駅より徒歩 15 分
＊PC 操作さえできれば総務経理の経験不問
------------------------------------------------☆九段建設株式会社 13080-38087281
【正社員】一般事務
【勤務地】新宿御苑前から徒歩 1 分
＊建設業での事務経験者優遇

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃★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。

┏3 お子さん向けイベント・子育て支援のご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆NPO 法人モチベーションメーカー
▼ワークショップ
第 1 回：6/17(日) きょうそう体験!ものづくりプランニングしみよう
第 2 回：7/22(日) コピーライター体験ワークショップ
第 3 回：8/26(日) 発明家体験！未来の家電をつくる
第 4 回：9/9(日) 未来の街を、遊びでデザインする
第 5 回：9/30(日) 未来の学校を考えよう
＊時間、場所等の詳細は後日連絡
(1 回のみの参加も可能）
締切:1 次締切：5/20 正午
2 次締切：6/4 正午
詳細はこちら ⇒ https://www.motivation-maker.org/workshop
申込みはこちら⇒

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93fEy7p06sTBhw8oi_WNzF1X3G2hCA36-

OOP3vRxlqmsj7A/viewform
＊NPO 法人モチベーションメーカーについて
2009 年 11 月に東京大学学生を中心メンバーとして設立し、ひとり親ご家庭を中心とした小学 3-6 年生向けの
ワークショップを月に 1 回都内で開催。夏と冬にそれぞれ全 5 回のコースを実施。
参加者の子ども達は毎回さまざまなテーマで、その分野で活躍する大人の話を聞き、
体験をすることで、自分の好きなことを発見したり、興味を深めています。
参加した子ども達は、卒業後も時々集まり、お互い励まし合っています。
ワークショップ中の子ども達は、新しいことに興味を持つ姿やご家庭や学校とは違う一面を見せることも。
保護者の方にとっては、参加を通じてご家庭で子どもたちの興味を伸ばすきっかけが得られます。
------------------------------------------------☆公益財団法人四宮育英奨学金 給付型奨学生募集
高校生月額 12000 円

大学生月額 20000 円

募集期間:4/1～5 月末（応募者多数の場合、途中で締め切ることもあり）

http://www.shinomiyaikuei.or.jp/page3.html
------------------------------------------------☆公益財団法人 大黒天財団 給付型奨学生募集
大学生、短大生、専門学校生 月額 50000 円
募集期間:4/1～6/15
http://www.daikokuten.foundation/
┏4 入梅の合間に！お子さんとのお出かけお勧めスポット
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☆航空自衛隊 航空中央音楽隊
▼航空中央音楽隊第 56 回定期演奏会
日時:6/16(土) 開場 13:00 開演 14:00
場所:すみだトリフォニーホール
往復はがきにて応募受付中

締切:5/30(水)必着

http://www.mod.go.jp/asdf/acb/concertinfo/56th_annual.html
-----------------------------------------------☆井の頭公園
▼「身近ないきもの探検隊」参加者募集
日時:6/9(土) 9:00～12:00
いきもの探しの名人と一緒に文化園をめぐり、昆虫をはじめとした小さないきものたちと出会うイベントです。
対象:小学 3 年生以上
※保護者、お子様のみいずれも参加可能。
申込み:メールまたは往復はがきにて 締切:5/15(当日消印有効）
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=&link_num=24824
-----------------------------------------------☆昭和記念公園 こもれびの里
▼ジャガイモ掘り体験
日時:6/30(土)10:30～12:00
対象:小学 1 年生以上
料金:200 円/1 名（入園料別）掘ったもの(2 株）は持ち帰り可能
*当日受付(先着順）
http://www.showakinen-koen.jp/event/sato-zyagaimohori180630/?instance_id=36058
-----------------------------------------------☆多摩動物公園
▼開園 60 周年記念イベントとして、2018 年 5 月から 2019 年 3 月まで「月間動物」イベントを開催
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=tama&link_num=24825
▼ 障害のあるお子さんとそのご家族をご招待「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」
日時:6/2(土) 17:30～19:30 （事前申込不要）
http://www.tokyo-zoo.net/topic/topics_detail?kind=event&inst=tama&link_num=24829
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

