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★ 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. ひとり親 Tokyo からのお知らせ 

 

┏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 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】 

▼特別開催 ライフプランセミナー 

第 3 回ライフプランセミナー「ひとり親のための貯蓄術と年間 10 万円からの投資術」の 

続編として、ライフプランセミナー「ひとり親のための貯蓄術と投資術 疑問点まるごと解消！」を開催し

ます。 

このセミナーは、第 3 回ライフプランセミナーにご参加いただいた方、または動画視聴していただいた方

を対象としています。 

それ以外のご参加希望の方は、動画視聴の URL をお送りしますので、ご受講までにご視聴ください。 

また、事前に講師への質問を受けつけています。いただいた質問をふまえ、セミナー中に疑問が解消でき

るような内容にします。 

日時:9/5(日)14:00～15:30 

場所:東京しごとセンター5 階セミナー室 

事前質問受付締切:8/20(金） 

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


定員:25 名（先着順）  動画視聴申込可能 

※今回は託児はありません。 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況次第で、動画視聴のみの開催に変更する場合がありますので、当

センターからのメールにご注意ください。 

詳細: 

http://www.haat.or.jp/image/C6C3CACCB2F3A5C1A5E9A5B7.pdf 

申込: 

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

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

【はあと多摩主催】 

▼第 6 回ライフプランセミナー 

「年金のプロに学ぶ年金のあれこれ」 

年金のこと、どれぐらいご存じですか？「ねんきん定期便」の読み解き方、知っていますか? 

20 歳の時から保険料を払い続けている年金。将来の自分の生活を支えてくれる大事なお金です。このセミ

ナーでは将来の年金支給額、離婚の際の年金分割、年金免除制度、万が一の時のための障害年金の基礎知

識などについてお話しいただきます。質問コーナーも設けますので、この機会に今更聞けない年金のこ

と、お尋ねください。 

講師:日本年金機構 立川年金事務所職員 

日時:9/11(土)13:30～15:00 受付 13:15～ 

場所:東京都ひとり親家庭支援センターはあと多摩 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 9/1(水) 

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

▼第 2 回女性再就職サポートプログラム in 立川「女性のための再就職パソコンスキルアップコース」～5

日間でわかる就職ノウハウ～（概ね 54 歳までの女性対象）  

日時:10/4(月)～10/8(金) 10:00～16:00 

対象: 

・主に出産・育児・介護などの理由で現在離職をされている、概ね 54 歳までの女性の方（その他の理由

の方も可） 

・全 5 日間参加できる方 

・パソコンの基本操作（基本的な入力程度）ができる方 

場所:立川市女性総合センター・アイム／職場体験先 ※託児あり 

申込期間:8/10(火)～9/17(金) ※土・日・祝日を除く 

https://www.tokyoshigoto.jp/tama/topics/2021/topics_6730.html      

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

☆世田谷区立男女共同参画センターらぷらす 

▼【連続講座】女性のための起業実践講座 売れる商品企画と PR 動画作成 

日時:9/9(木)、16(木)、30(木)、10/14(木) 14:00～16:00 

 ※9/16(木)のみ、①14:00～15:00②16:00～17:00 

場所:世田谷区立男女共同参画センターらぷらす(オンラインに変更の場合あり） 

http://www.laplace-setagaya.net/event/529/ 

 

http://www.haat.or.jp/image/C6C3CACCB2F3A5C1A5E9A5B7.pdf
http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
https://www.tokyoshigoto.jp/tama/topics/2021/topics_6730.html
http://www.laplace-setagaya.net/event/529/


┏2 ひとり親 Tokyo からのお知らせ 

┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆認定 NPO 法人夢職人 

▼子どもの「食」応援クーポンの新規利用家庭募集開始！ 

～まちのお店がコロナ禍で経済的に厳しい状況の親子を「食」で支援！ 

募集期間:7/29(木)12:00～8/23(月)13:00 

対象者： 

1．2021 年 7 月 1 日時点で満 3 歳～高校生（高等学校等に在籍）のお子様のいる世帯 

2．以下のア～カのうち、いずれか（複数可）に該当し、有効期限内の公的証明書のコピーを提出できるこ

と 

  ア．就学援助を受給している（就学援助認定結果通知書） 

  イ．児童扶養手当を受給している（児童扶養手当証書） 

  ウ．ひとり親家庭等医療費を受給している（ひとり親家庭等医療費受給者証） 

  エ．母子生活支援施設に入所している（在所証明書） 

  オ．住民税の所得割が非課税の世帯である（住民税非課税証明書） 

  カ．新型コロナウイルスに関連した世帯対象の公的な経済支援等を活用している 

3．QR コードの読み取りが可能なカメラ付きのスマートフォンを用意できること 

4．子どもの「食」応援クーポンの協力加盟店での日常的な利用ができること 

5．運営団体からのメールや電話等の連絡に応答できること（アンケート等への回答にご協力をお願いする

場合があります） 

※対象外となる方 

・生活保護を受けている世帯 

・就学援助で給食費等の一部だけの認定を受けている世帯 

・現在、児童養護施設や里親のもとで生活している方 

・現在、子どもの「食」応援クーポンを利用している世帯（すでに利用が終了している世帯の申込は可

能） 

定員:30 家庭（予定） 

提供期間:2021 年 9 月～11 月 予定 

提供内容: 

スマートフォンのアプリを通じて 1 ヶ月につき家族分（子ども全員＋保護者 2 名まで）× 約 3 食分を 3 ヶ

月間に渡って提供 

協力加盟店は、現在、江東区を中心に 26 店舗 

子どもの「食」応援クーポン事業（Table for Kids）のお申込みについて 

https://yumeshokunin.org/post_event/tfk/ 

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

☆住友生命相互保険会社 

▼「未来を強くする子育てプロジェクト」 

対象:より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体 

要件: 

・子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。 

・活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。 

・活動の公表を了承していただける個人・団体であること。 

・日本国内で活動している個人・団体であること。 

・受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名（本名）、活動の写真、活動内容等を、新聞・雑誌、インタ

ーネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取材にご協力いただける方。 

https://yumeshokunin.org/post_event/tfk/


表彰: 

•文部科学大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与 

•厚生労働大臣賞／表彰状 ※スミセイ未来大賞の 1 組に授与 

•スミセイ未来大賞／表彰盾、副賞 100 万円 ※2 組程度 

•スミセイ未来賞／表彰盾、副賞 50 万円 ※10 組程度 

締切:9/10(金)必着 

https://www.sumitomolife.co.jp/about/csr/community/mirai_child/ 

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

☆NPO 法人ベースボール・レジェンド・ファウンデーション（BLF） 

▼ひとり親家庭の球児へ新品野球用具の寄贈を行う支援プロジェクト 

対象:小学 4 年生から中学 3 年生までの「ひとり親家庭」の球児。  

応募条件:男女問わず、次のステージで野球を続けたい球児。メディアでのお顔出しとコメント提供が可能

な方。 

支援内容:試合で使用する野球用具一式と希望アイテムの寄贈、及びプロ野球選手との交流。 

実施プロセス: 

締切:8/20(金） 

DREAM BRIDGE ウェブサイト: 

http://blf.or.jp/dream-bridge/ 

BLF 公式ウェブサイト: 

http://blf.or.jp/ 

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

▼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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