
 

メールマガジン 2021 年 7 月 15 日配信号 

 

★ はあと運営サイト http://www.haat.or.jp/ ★ 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

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。 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

◆ I N D E X ◆ 

 

1. イベント・セミナーのご案内 

2. 注目求人ピックアップ 

3. お子様関連情報 

 

┏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 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） 

※直前ですが、僅かながら余席があります。先着順。 

 お子様でもご参加可能です。 

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

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

▼令和 3 年度 第 6 回 初級 

日時:9/8(水)･9/10(金)･9/16(木) 

場所:中央・城北職業能力開発センター板橋校 

締切:8/20(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！ 

http://www.haat.or.jp/
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
http://www.haat.or.jp/article/16312481.html


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 4 回ひとり親グループ相談会 

「自分にＯＫを♪アサーション」～in 中野サンプラザ～ 

子どもにも自分にもダメ出しばかりしていませんか？アサーションは自分の主張はしっかり行いつつ相手

は傷つけない、自分も相手も大事にするコミュニケーション方法です。いつもがんばっている自分にＯＫ

を出してあげることによって、家族にも周りの人にもＯＫを出していけるようになります。 

講師:森田汐生（ＮＰＯ法人アサーティブジャパン代表理事） 

日時:9/4(土)13:30～16:30 受付 13:15～ 

場所:中野サンプラザ研修室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 8/25(水) 

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

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

【はあと以外のイベント等の紹介】  

☆東京しごとセンター多摩 

▼市職員採用合同説明会（完全予約制・事前の利用登録必須） 

福生市、武蔵村山市の説明を聞くことができます。 

日時:8/2(月)13:30～15:10 

場所:東京しごとセンター多摩 

https://www.tokyoshigoto.jp/tama/event_seminar/young/event_6565.html 

 

※武蔵村山市は一般事務職で障がい者や就職氷河期世代（昭和 45 年 4 月 2 日から昭和 61 年 4 月 1 日まで

に生まれた方）を 

対象とした選考もあります。 

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/boshu/shokuinsaiyo/1006800.html 

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

☆JKK 東京  

▼コロナ禍特別支援住宅 入居者募集 

新型コロナウイルス感染拡大の影響による休業・失業等で収入が減少し、より低廉な家賃の住宅への住み

替えを希望している方を対象に、 

入居初年度の家賃を最大 50%減額する「コロナ禍特別支援住宅」として 100 戸を募集。 

対象:(1)～(3)すべてに該当する世帯 

(1)令和 2 年 3 月～令和 3 年 7 月の任意の月の世帯収入が、前年または前々年同月と比較して 30％以上減

少した世帯 

(2)世帯月収が減額後家賃の 4 倍以上あること 

http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
http://www.haat.or.jp/image/5B2F3LPA5C1A5E9A5B7B0C6A1CAC5D4BDA4C0B5A1CBBCCCBFBF4.pdf
http://www.haat.or.jp/image/5B2F3LPA5C1A5E9A5B7B0C6A1CAC5D4BDA4C0B5A1CBBCCCBFBF4.pdf
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/event_seminar/young/event_6565.html
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisei/boshu/shokuinsaiyo/1006800.html


(3)その他公社が定める入居基準を満たすこと 

募集期間:8/25～8/31 

https://www.to-kousya.or.jp/chintai/oshirase/200825.html 

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

☆東京都労働相談情報センター 

▼“派遣社員が知っておきたい”派遣制度の基礎知識(オンライン配信） 

配信期間:8/25(水)～9/7(火) 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-

001117 

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

☆東京都 

▼理容師資格取得推進事業 

理容学校入学から卒業までの入学金･授業料･教材費を東京都が支援します。 

https://www.trsc.jp/sokushin/ 

対象者の条件はこちら 

https://www.trsc.jp/sokushin/taisyou.php 

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

☆東京ウィメンズプラザ 

▼令和２年度女性活躍推進事業 

「働く女性のメンタルヘルス講演会」 

 こころの安定と健康を保つために～コロナ禍で働く女性たちに向けて～ 

テーマ１「自分のストレスや疲れに気づき、癒すために」 

テーマ２「家事、育児、仕事への集中力を高めるマインドフルネス」 

テーマ３「ストレスを管理してセルフ・コンパッション（自らに慈悲を向ける心）を養う」 

以下の URL から動画をご視聴いただけます。 

https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/seminar/tabid/408/Default.aspx 

 

┏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。 

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

☆合同会社真輪工業 

【装飾スタッフ、セキュリティスタッフ】を募集しています。 

仕事内容は膜材を使った天井装飾の制作や取り付け、電子セキュリティ錠の取りつけなどです。 

覚えてしまえば難しい仕事ではありません。慣れるまで丁寧に指導します。 

【勤務地】23 区にある施設中心になります。 

【時間】8:00～17:00 で残業はありません。 

【月給】24 万円 

【休日】土日 

正社員での募集です。短時間正社員制度もあります。（応相談。その場合の時給は 1500 円） 

座り仕事よりも身体を動かして働く方が性に合っている方、ぜひご検討ください。 

http://www.tobokyou.net/files/lib/25/1863/202106241001541984.pdf 

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

☆国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所・電子航法研究所 

【契約職員】一般事務補助(研究補助) 

【勤務地】調布市深大寺 

【その他要件】学歴高卒以上 最終学歴が理系であること 

https://www.to-kousya.or.jp/chintai/oshirase/200825.html
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-001117
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seminarform/index/detail?kanri_bango=seminar-zchuo-001117
https://www.trsc.jp/sokushin/
https://www.trsc.jp/sokushin/taisyou.php
https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/seminar/tabid/408/Default.aspx
http://www.tobokyou.net/files/lib/25/1863/202106241001541984.pdf


https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet

ailBtn&kJNo=1320009417211&kJKbn=1&jGSHNo=3BJxjCQL%2FAZ0Oao%2F1gVX6A%3D%3D&fullPart

=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0 

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

☆株式会社学栄 

【正社員】保育園運営管理(本部） 人事事務とその他付随する業務 

【勤務地】日本橋蛎殻町 

※保育園や幼稚園での実務経験、スクール運営やマネージメントの経験あれば尚可 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet

ailBtn&kJNo=1301050505011&kJKbn=1&jGSHNo=gFaiqBhtzianPz%2FM%2FzQ6Zg%3D%3D&fullPart=

1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0 

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

株式会社ヨウコーほっとスタッフ 

【正社員】人材派遣コーディネーター 

【勤務地】板橋区板橋 

※人材コーディネーター等の経験尚可 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDet

ailBtn&kJNo=1309020537511&kJKbn=1&jGSHNo=%2FKXx4uD0HkWHzPNajlKP8A%3D%3D&fullPart=

1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&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。 

 

┏3 お子様関連情報 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆フリー・ザ・チルドレン・ジャパン事務局  

▼ 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）申請受付を開始 

認定 NPO 法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン主催テイク・アクション・オンライン・キャンプのプ

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 4 日間のプログラムです。 

日程:8/17(火)～20(金) 4 日間 

支援内容: 参加費（24,000 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:7/25(日) 24:00 

https://ftcj.org/archives/24525 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/kensaku/GECA110010.do?screenId=GECA110010&action=dispDetailBtn&kJNo=1320009417211&kJKbn=1&jGSHNo=3BJxjCQL%2FAZ0Oao%2F1gVX6A%3D%3D&fullPart=1&iNFTeikyoRiyoDtiID=&kSNo=&newArrived=&tatZngy=1&shogaiKbn=0
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------------------------------------------------------ 

▼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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