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┏1 はあとからのお知らせ
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はあとは 7 月からご利用しやすくなります。
月曜から金曜日まで夜間まで開所し、生活や仕事についてのご相談を
電話や来所、オンラインで承ります。
開所時間：9：00～19：30
場所:新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 5 階
問い合わせ先：03-5261-8687
※はあと飯田橋（東京しごとセンター7 階）は従来どおり、
火曜日、木曜日が 9：00～19:30 で開所しております。
┏2 イベント・セミナーのご案内
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【はあとのイベントのご案内】
☆離婚前後の親支援講座
▼もう一度、子どものことを考えてみよう
対象:東京都在住のひとり親、プレひとり親の方
●第 1 回 みんなの笑顔と元気のために
日時:6/26(土) 13：30～16：00
講師:笠松奈津子氏(公益社団法人家庭問題情報センター理事)
場所:はあと多摩 多目的室
●第 2 回 明日への新たな一歩
日時:7/4(日) 13：30～16：00
講師:弁護士 早坂由起子氏(さかきばら法律事務所)
場所:飯田橋セントラルプラザ 12 階会議室
※両日とも託児あり(要予約)
http://www.haat.or.jp/article/16342586.html
-----------------------------------------------------☆ひとり親のためのパソコン講習会
▼令和 3 年度 第 5 回 応用

日時:7/21(水)･7/27(火)･7/29(木)
場所:多摩職業能力開発センター（西立川）
締切:7/2(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 5 回ライフプランセミナー
「早めに知っておきたい自分の老後設計と親の老後対策」
このセミナーでは、自分の老後準備のために今できることや、親との関わりで早めに知っておきたいこと
を中心にお話します。
親の介護対策に加え、親の財産や負債に賢く対処するためには、早めに制度を知っておくことが大切で
す。
老後に漠然とした不安をお持ちの方は、このセミナーに参加してすっきりしましょう！
日時:8/7(土)14:00～16:00
場所:東京しごとセンター地下講堂
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名)*託児申込締切は 7/26(月)
申込: http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
詳細:
http://www.haat.or.jp/image/5B2F3LPA5C1A5E9A5B7B0C6A1CAC5D4BDA4C0B5A1CBBCCCBFBF4.p
df
-----------------------------------------------------☆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 3 回ひとり親グループ相談会
「椅子座禅」～心静かに 自分と向き合ってみませんか？～
これまでリクエストがたびたび寄せられた「自分メンテナンス講座」です。日常に取り入れやすく、短時
間でも取り組める「椅子座禅」
。忙しい毎日の中で、心静かなしっとりとしたひと時を過ごしてみません
か？
講師:小田島のりこ（産業カウンセラー）
日時:7/10(土)13:30～16:30 受付 13:15～
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 6/30(水)
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
-----------------------------------------------------【はあと以外のイベント等の紹介】
☆株式会社パソナグループ
▼『ひとり親 働く支援プロジェクト』のご案内

パソナグループが仕事と生活の両方を重視することができる”ライフ・ワーク・ファースト”をコンセプト
に、仕事と子育てを両立させたい
ひとり親家庭の方々に淡路島で豊かな生活と充実した子育て環境を提供し、仕事・住まい・教育をトータ
ルサポートするプロジェクトです。
（インスタからオフィスや託児所の様子、子どもの教育環境についてご覧いただけます）
https://www.instagram.com/shinmamaclub）
こんな思いを持っている方 大歓迎！
・仕事と子育て、両方充実させたい！
・自然豊かな場所でのびのびと子育てしたい！
・新しいことにチャレンジしたい！
対象:淡路島での就業・暮らしを希望する、ひとり親家庭の方(年齢・経験不問)
雇用形態:正社員・契約社員（パソナグループ各社での勤務・配属を予定）
詳細は下記 URL よりご確認ください。
https://hrmos.co/pages/pasonacareer/jobs/0000325
お問い合わせ:株式会社パソナグループ『ひとり親働く支援プロジェクト』担当 岩佐・康
E-mail: mba-saiyo@pasonagroup.co.jp
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター
▼東京しごと塾 家族向け説明会(オンライン開催）
日時:7/9(金)15:00～16:00
https://sigotojuku-thc.tokyo/schedule/
東京しごと塾の説明はこちらから
https://sigotojuku-thc.tokyo/about/
-----------------------------▼「第 1 回 はじめての NPO･コミュニティビジネス」オンライン配信 申込受付中
https://www.tokyoshigoto.jp/topics/2021/topics_6353.html
-----------------------------▼派遣で働くときに知っておきたい基礎知識（多様な働き方セミナー）
日時:6/28(月)13:30～16:30
場所:東京しごとセンター 地下 2 階 講堂
https://www.tokyoshigoto.jp/event_seminar/sougou/seminar_2294.html
-----------------------------------------------------☆東京しごとセンター多摩
▼「文章力 UP！」わかりやすい文章の書き方講座(オンライン配信）
申込期間:6/1～6/28
配信期間:6/22(火)～6/29(火)
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/event_seminar/sougou/seminar_6379.html
-----------------------------------------------------☆港区立男女平等参画センター
▼教育現場での子どもの人権について考える -校則、ハラスメント、暴力-(オンライン開催）
日時:6/28(金)18:00～20:00
※事前申し込み制
https://www.minatolibra.jp/calendar/?mc_id=388
-----------------------------------------------------☆世田谷区立男女共同参画センターらぷらす
▼らぷらすフェスタｳｨｰｸ 2021★小島慶子さん講演会★みんなの講座他
期間:6/27(日)～7/3(土)
場所:世田谷区立男女共同参画センター らぷらす

http://www.laplace-setagaya.net/event/510/
┏3 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。
-----------------------------------------------------☆ワールド印刷株式会社 37010-12028611
【正社員】営業事務（東京営業所）
【勤務地】中央区築地
※印刷業の経験あれば尚可
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=3701012028611&kJKbn=1&jGSHNo=QJP%2Fp19yy7q1tK8lGQbUuA%3D%3D&fullPart=1
&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-----------------------------------------------------☆株式会社シー・スタッフ 27010-19463911
【正社員】人材コーディネーター
【勤務地】新宿区西新宿
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=2701019463911&kJKbn=1&jGSHNo=cqqEAzVR3bJ3wRFX0dXeLA%3D%3D&fullPart=1&i
NFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-------------------------☆株式会社エッセンシャルズ 13040-43633011
【正社員】事務管理も含む<総合職>営業・販売カウンセリング
【勤務地】港区赤坂 ※EC 運用経験ある方歓迎
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1304043633011&kJKbn=1&jGSHNo=xDlE4QcOWEKBZkEpScq%2Fsw%3D%3D&fullPart=
1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-------------------------☆株式会社エースジャパン
13100-3430911
【正社員】一般事務
【勤務地】北区赤羽 ※一般事務経験者
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1310003430911&kJKbn=1&jGSHNo=NwSoKcH6x4xj%2FL7Z7BwdqQ%3D%3D&fullPart=
1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
-------------------------☆一美石材株式会社
13040-37417511
【正社員】営業事務・経理事務
【勤務地】港区赤坂
※請求書・発注書の作成。建設業界での経験があれば尚可
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet
ailBtn&kJNo=1304037417511&kJKbn=1&jGSHNo=QDJG2Y0v7Aq2fBJWI2E2Dg%3D%3D&fullPart=1&i
NFTeikyoRiyoDtiID=&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。
┏4 お子様関連情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☆一般財団法人あしなが育英会
▼奨学金検索サイト Compass
条件に合った奨学金を検索できるサイトです。
https://canpass.ashinaga.org/
-----------------------------------------------------▼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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

