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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】 

☆ひとり親のためのパソコン講習会  

▼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  

▼令和 3 年度 第 3 回 初級 

日時:6/22(火)・6/25(金)・6/29(火) 

場所:多摩職業能力開発センター(西立川） 

締切:5/28(金) 

http://www.haat.or.jp/category/1907045.html  

------------------------------------------------------ 

☆ライフプランセミナー 

昨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        

    ------------------------- 

【はあと飯田橋主催】 

▼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。 

http://www.haat.or.jp/
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
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※託児申込締切は、第 1 部 4/9(金), 第 2 部 5/10(月) 

詳細：https://bit.ly/3fShjBE 

申込：http://www.haat.or.jp/category/2119296.html 

    ------------------------- 

【はあと多摩主催】  

▼第 2 回ライフプランセミナー 

「今後の生活を考える～在宅ワーク～」 

株式会社キャリア・マム代表取締役の堤香苗氏をお招きして、在宅ワークの見つけ方・仕事の種類・必要

なスキル・心構えなど基本を学びます。 

「令和 3 年度東京都ひとり親家庭等在宅就業推進事業」のご案内もしていただきます。また、ひとり親の

方の体験発表をいたします。先々のことを考え、 

今後の生活を豊かにするために在宅ワークについて理解を深めましょう。将来のために在宅ワークを知り

たい方、これから始めたい方におすすめな講座です。 

この機会にぜひご参加ください！ 

日時:5/8(土)14:00～15:30  

場所:はあと多摩多目的室 

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: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、4/28(水) 

詳細：https://bit.ly/3wBFOsX 

申込：http://www.haat.or.jp/category/2119296.html 

    ------------------------- 

【はあと飯田橋主催】 

▼第 3 回ライフプランセミナー 

「FP によるひとり親のための貯蓄術と年間 10 万円からの投資術」 

ひとり親のファイナンシャルプランニングを専門としているライフシンフォニアの井上美鈴氏をお招きし

て、家計の見直しと、余裕資金を増やす方法をわかりやすくご説明いただきます。 

家計を見直したい方、投資の基本から知りたい方向けの講座です。教育資金や老後の資産形成に役立てま

しょう。※特定の金融商品をお勧めするセミナーではありません。 

日時:6/6(日)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、5/24(月) 

詳細：https://bit.ly/3tdrbcZ 

申込：http://www.haat.or.jp/category/2119296.html 

------------------------------------------------------     

☆グループ相談会＠はあと多摩 

昨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した。 

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 1 回ひとり親グループ相談会 

「シングルママさん奮闘記！！」～同じひとり親の方のお話を聞いてみませんか？～ 

これまでリクエストが多数寄せられたテーマです。ひとり親でお子さま 3 人を育てながら陶芸教室を立上
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げ、運営されている方の明るくて元気が出る生の声を伺います。  

講師:谷口玲子（みんなで kids 陶芸代表） 

日時:5/29(土)13:30～16:30 受付 13:15～ 

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 5/19(水) 

 http://www.haat.or.jp/article/16312496.html  

    ------------------------ 

▼第 2 回ひとり親グループ相談会 in 中野サンプラザ 

「ほめない♪叱らない♪勇気づけ♪」アドラー式子育て 

今注目のほめない・叱らない「アドラー式子育て」で親も子どもも自分らしくいることができ、お互いに

協力し合える自立した関係を築いていきましょう♪ 

講師:八巻秀（駒澤大学文学部心理学科教授、臨床心理士） 

日時:6/19(土)13:30～16:30 受付 13:15～ 

場所:中野サンプラザ 8 階研修室 1 号室 

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 6/9(水) 

http://www.haat.or.jp/article/16312496.html 

    ------------------------ 

【はあと以外のイベント等の紹介】  

☆東京都 

▼レディ GO！ワクワク塾 

週に 1 回「1 日 2 時間のワタシ時間」で子育てと仕事の両立のヒントを学べる講座です。 

期間:5/25(火)～9/7(火) 全 12 回 

時間:セミナー   10:00～12:00 

   フリータイム 12:00～13:30 

場所:TKP 市ヶ谷カンファレンスセンター 

申込締切:5/10(月） 

https://tokyoshigoto-terrace.jp/wkwk/ 

------------------------------------------------------ 

☆東京しごとセンター 

▼多様な働き方セミナー 「コミュニティビジネスで働く！～「豊かなくらし」をつくる仕事～」 

日時:5/11(火)14:00～16:00 

場所:東京しごとセンター 地下 2 階 講堂  ※託児あり 締切:4/30(金) 

https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_6148.html 

------------------------------------------------------ 

☆GRAMEEN NIPPON 

▼【オンライン開催】シングルマザー向け「プチ起業のはじめ方」ワークショップ 

https://grameen.jp/mb1-workshop/ 

------------------------------------------------------ 

☆映画のご紹介です。 

「サンドラの小さな家」  

公開日: 4/2(金） 

新宿ピカデリー等で上映 

アイルランド・ダブリンで、住居を失った若いシングルマザーの母親と子どもたちが、周囲の人々と助け

合いながら自分たちの手で小さな家を建てる姿を描いたヒューマンドラマ。 

https://longride.jp/herself/ 
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┏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。 

------------------------------------------------------ 

▼東京都ビジネスサービス株式会社 

（昭和 61 年に設立された、東京都と株式会社システナとの第三セクター企業です。） 

雇用形態：正社員または契約社員 

勤務場所:新宿区高田馬場 

仕事内容 

・企業の障害者雇用における課題解決コンサルティング業務のサポート業務 

・障害者へのサポート業務 

※充実した研修あり。将来的には課題解決コンサルタントとして活躍する人材を求めています。 

※障害者雇用について知識・経験あれば尚可 

※契約社員は時短勤務やリモートワーク相談可能。 

正社員求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/24/1797/202103301014173194.pdf 

契約社員求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/24/1798/202103301015181178.pdf 

------------------------------------------------------ 

▼野村不動産ソリューションズ株式会社 

雇用形態:正社員 

勤務場所:首都圏各支店（お住まいの場所をなるべく考慮して配属） 

仕事内容:支店の事務全般(営業サポート） 

年齢:33 歳まで 

休日:火・水 

学歴:短大・大卒以上 

※平均残業 10 時間未満。 

※宅地建物取引主任者の資格取得サポート。試験前半年は研修を行うので、働きながら宅建資格を目指す

ことができます。 

将来は営業職として活躍することも可能です。 

求人詳細: http://www.tobokyou.net/files/lib/24/1799/202103301115462131.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。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 ひとり親 Tokyo（東京都ひとり親家庭福祉協議会）からのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆30-40 代女性向けサイト「女子 SPA!」(joshi-spa.jp)編集部からのご依頼です。  

▼離婚を前提とした別居状態、いわゆる「プレシングルマザー」で 

http://www.tobokyou.net/files/lib/24/1797/202103301014173194.pdf
http://www.tobokyou.net/files/lib/24/1798/202103301015181178.pdf
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経済的に困っている方の状況について、取材にご協力ください。                         

取材内容：ひとり親としての支援が受けられないプレシングルマザーの生活困難について 

対象者：以下すべての条件に当てはまる方 

「プレシングルマザー」の方 

・未成年の子供を抱えて、現在離婚を前提とした別居状態にある方 

・離婚未成立のためにひとり親としての支援が受けられず経済的な困難にある方 

・顔のうつらない写真（首から下、後ろ姿など）をご提供頂ける方 

所要時間:1 時間～1 時間半程度 

取材の方法：Zoom あるいは対面取材(相談) 

取材協力への謝礼:3000 円(商品券) 

取材人数:1～2 名程度 

応募締切：2021 年 4 月 30 日（金） 

取材内容を記事化して「女子 SPA!」サイトに掲載いたします。 

記事は Yahoo!やスマートニュースを始めとするニュースサイトにも配信される可能性があります。 

掲載の際は、個人が特定されないよう十分に配慮しプライバシー保護に努めます。 

ご協力いただける方は、中井 までお問い合わせください。 

y.nakai@fusosha.co.jp 

※正式なご依頼はプロフィールをお伺いしてからとなりますので、ご了承ください。 

※お問い合わせいただいた時点で定員に達した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 

令和 3 年度の受付は、4 月 1 日からです。 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/seikatsu/teisyotokusyataisaku/jukenseichallenge.h

tml 

----------------------------------------------------- 

☆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 

※なるべく期日前に余裕をもってお申込みください。 

https://www.tobokyou.net/publics/index/288/&anchor_link=page288#page288 

----------------------------------------------------- 

☆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: 

mailto:y.nakai@fusosha.co.jp
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・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/ 

----------------------------------------------------- 

☆認定 NPO 法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン 

▼ 【締切間近】テイク・アクション・オンライン・キャンプのためのスカラシップ（参加費免除制度）受

付中 

上記プログラムに経済的事由等を理由に参加したくても参加できない子ども(小学 5 年生～高校生)に対し

て参加費免除支援をおこないます。 

身近な社会問題に関心があったり、自分を変えたい！社会を変えたい！という想いを持った子どもを応援

するためのゴールデンウィークの 2 日間のプログラムです。 

日程:5/3(月)～4(火)10:00～18:00 2 日間 

支援内容: 参加費（16,000 円）を全額免除（必要に応じてタブレット端末またはＰＣとモバイル Wi-Fi ル

ータを無料貸与） 

定員:5 名(経済的・身体的理由等で困難な状況にある小学 5 年生から高校生)  

申請締切:4/22(木) 

https://ftcj.org/archives/23203 

----------------------------------------------------- 

☆特定非営利活動法人 Motivation Maker 

▼お絵かきぬりえ 

概要：５才から８才までのお子さんがオンラインで集まりお絵かきやぬりえをする活動です。 

お申し込みフォーム 

https://forms.gle/DxdypY1rTUt6nCXK6 

     ------------------------- 

▼オンラインゼミ 

概要：毎週日曜日午後実施している小学生向けのイベントです。 毎月テーマを設定し、考えながら興味を

深める活動です。 

お申込みフォーム 

https://forms.gle/GUwWBWZvsmhS4wax9 

  

特定非営利活動法人 Motivation Maker は東京都文京区で活動する団体です。 

ウェブサイト：https://www.motivation-maker.org/ 

----------------------------------------------------- 

☆岩國育英財団 給付型奨学金 募集中 

給付額:１年度につき 25 万円 ※他の奨学金とのの併給可能 

対象:2021 年４月１日現在、全国の大学において学部１年次生(その他条件あり） 

締切:4/23(金)【郵送必着】 

https://www.iwakuni.or.jp/scholarship.html 

----------------------------------------------------- 

☆公益財団法人四宮育英奨学会  

対象:高校生・大学生 

金額:高等生 月 12,000 円  

   大学生 月 20,000 円 

締切:5/31(月） 

※申込者多数の場合は、期間内でも募集を締め切る 

http://www.shinomiyaikuei.or.jp/page3.html 
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-------------------------------- 

☆一般財団法人 鷹野学術振興財団 

対象:国内の大学の大学生ならびに大学院生で科学技術関係を専攻している学生 

金額:月 50,000 円 併用不可 

締切:5/17(月） 

https://www.takano-zaidan.com/%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E6%83%85%E5%A0%B1/ 

-------------------------------- 

☆一般財団法人ダイオーズ記念財団 

対象:日本国内の大学 2 年生以上と大学院生 

金額:月 10,000 円 併給可 

締切:5/27(木）24:00 WEB 応募 

http://www.daiohs-zaidan.or.jp/ 

-------------------------------- 

☆公益財団法人大黒天財団 

対象:日本国内の大学、短期大学、専門学校またはそれに準ずる学校（私塾）の正規課程に在学している者 

金額:月 50,000 円 

締切:6/30(水）当日消印有効 

http://www.daikokuten.foundation/ 

-------------------------------- 

▼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。 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
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