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3 月 8 日は国際女性デーでしたね。イタリアではミモザが国際女性デーのシンボルで、この日は街中がミモ

ザの黄色で輝くそうです。日本でも黄色いお花を配るイベントなどが行われているようですが、小池都知事

からは次のようなメッセージがありました。 

「３月８日、「国際女性デー」を迎えるにあたり、東京都は、今後とも女性活躍の推進に向けて取り組み、

「人」が輝く明るい未来を切り拓いていくことを改めて表明します。」 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

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。 

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 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
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◇ トピックス～シングルママパパつながるライン「はあとライン」のお知らせ～ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

東京都ひとり親家庭支援センター「はあと」では、LINE アプリによる相談窓口を開設しています。 

電話では周囲が気になってご相談できない方、気がかりなことをちょっとおしゃべりしたい方、ぜひお友達登

録してください！ 

相談受付時間：毎週水曜日・土曜日 14 時 00 分～21 時 30 分(受付) 

アカウント名：はあとライン 

利用対象者：都内にお住まいのひとり親家庭の方を対象にしております。また、離婚を考えている方など、

ひとり親になる前の方もご利用いただけます。 

相談内容：仕事やお金に関すること、子育ての不安、暮らしの悩み、離婚に伴う悩みなど、さまざまな相

談を「はあと」の相談員が無料でお受けします。ひとりで抱え込まずに、ぜひご相談ください。 

ご利用方法：LINE のアプリで、当アカウントの友だち登録を行ってください。 

http://www.haat.or.jp/
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友だち登録の際は、「ホーム」＞「友だち追加」＞「検索」で、以下の ID を検索してください。 

ID：@782gxinv 

二次元バーコードを読み取っていただくこともできます。 

QR コードはこちらから  https://www.single-mama.com/haat-line/ 

※相談は匿名でしていただくこともできます。また、相談者の同意がない限り、個人情報や相談内容を第

三者に伝えることはありませんので、安心してご相談ください。 

 

 

◇ 1.イベント・セミナーのご案内 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【はあと多摩のイベントご案内】 

▼令和 4 年度はあと多摩主催 第 1 回ライフプランセミナー 

「看護師への道」 

第1部 『看護師という仕事に興味がある方へ』 

看護師の仕事とは、また看護師の現状や待遇など先輩看護師のリアルな話をお聞きいただけま

す。 

第2部 『看護学校受験を考えている方へ』 

筆記試験でのワンポイントアドバイスや小論文対策など受験に向けてより具体的なお話しをお聞

きいただけます。 

講師: 第 1 部 松原 定雄 氏（東京都立北多摩看護専門学校 元校長  

公益財団法人 東京都看護協会 元事務局長） 

第 2 部 小森山 英慶 氏（看灯個別学院 塾長） 

日時: 5/14(土) 第 1 部 9：30～12：30 受付 9：15～ 

             第 2 部 13：30～16：30 受付 13：15～ 

※第 1 部、第 2 部どちらかのみのご参加も可能です。 

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 

   オンライン（ZOOM） 

定員: 会場 10 名、オンライン 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 5 名)＊託児申込締切は 5/2(月) 

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

 

 

◇2. その他団体からのお知らせ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆日テレ・東京ヴェルディベレーザ様からのお知らせ 

▼女子プロサッカー ドリームシートチケットのご案内 

https://www.single-mama.com/haat-line/
http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
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日時：2022 年 3 月 19 日（土）14：00 キックオフ  

場所：味の素フィールド西が丘 

内容：日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs  ノジマステラ神奈川相模原 

募集人数：100 名様先着（定員には達しましたら終了となります） 

対象座席：ホーム自由席 または バック B 席 

チケット価格： 

①『ドリームシート』小学生以下のお子さま 無料ご招待 

②ご同伴者（一般） 特別価格：1,000 円 ※価格はすべて税込みです。 

※一申込につき、①小学生以下は最大 5 枚まで、②ご同伴者特別価格は 2 枚まで。 

※中学生、U-22/シルバー価格での購入は、別途「WE リーグチケット」よりお買い求めください。 

申込方法： 

① 専用申込フォームよりお申込ください。 

お申込フォーム：https://f.msgs.jp/webapp/form/20146_wudb_247/index.do 

お申込完了メールを持って、試合当日「総合案内所」にお越しください。 

② お申込完了メールをご提示いただき、チケット代金をお支払いください。 

※お支払いは現金のみとさせていただきます。 

申込期限：3 月 18 日（金）23:59 

詳細：https://www.verdy.co.jp/news/10201 

 

 

☆生徒募集！都立高校入試対策の無料学習教室「ソライロ」 

▼【2022 年度生徒募集】5 月スタート・隔週日曜日開催／荒川区 

対象：4 月に中学 3 年生になる方 

開催日時：5 月～3 月まで隔週日曜日・13 時半～17 時半 

定員：15 名 

概要：都立高校受験対策を大学生や社会人のボランティアが無料でサポートします！ 

お申込みフォーム：https://ws.formzu.net/sfgen/S80262715/ 

HP: https://gakusyusorairo16.wixsite.com/sorairo 

 

 

◇3. 注目求人ピックアップ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お仕事情報 はあと多摩◇ 

▼2021545. 株式会社サードアイズ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都立川市錦町 6 
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仕事内容：荷受け、発送、在庫管理、電話・メール対応、備品発注、書類整理、  

       その他営業所内の庶務 

休  日：週休二日（土・日・祝） 

＊同じ仕事をする方が他にもいらっしゃるので安心です 

＊短い時間をご希望の方はパートでも相談可 

＊パソコンは基本知識があれば可 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/1989/202202101210403884.pdf 

 

▼2021117. 株式会社モテギ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都新宿区・渋谷区 

仕事内容：高齢者や障碍者のご自宅へ訪問し身体介護（入浴・排泄介助）や生活援助（掃除、

洗濯、買い物等） 

休  日：日曜日・他 

月  給：183,000 円～210,000 円 

＊未経験でも資格がなくても丁寧に指導していただけます。 

＊資格支援制度あり！働きながら資格が取れます。 

＊お試し実習もあります（1 日間） 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/1991/202202251048233808.pdf 

 

▼2021122. 株式会社パソナグループ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：兵庫県淡路市夢舞台２ 当社オフィス 

仕事内容：コンシェルジュ業務（住環環境の整備・社員受入サポート、社内 PR）、オフィスデザインや

環境整備、空間コーディネート業務、オペレーション業務全般 

年  齢：不問 

休  日：週休二日（土・日・祝） 

学  歴：不問 

＊オフィス内にキッズスペース (社内託児所)を併設/小学生のお子さんも 19 時まで利用可 

＊淡路島内の借り上げ社宅をご用意、安心して移住いただけます。 

＊その他福利厚生充実！ 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/1996/202202251055551633.pdf 
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★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/16421056.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: tama@haat.or.jp 

【電話でのお問合せ】 

042-506-1182 

(月・水・木・土・日・祝 9:00～17:30  火・金 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。 

 

 

◇お仕事情報 はあと飯田橋◇ 

▼グロヴァレックス株式会社 

雇用形態：契約社員 

勤務場所：茶畑：神奈川県足柄上郡山北町山北 728 

仕事内容：会社保有の茶畑での作業及び対応のない期間は WEB オペレーター業務、農産コミュニテ

ィ創生にもチャレンジしていただきます。ピーク時は週に 3 日ほど山北町の茶畑業務をお願い致します。 

茶畑業務のない日はテレワークにて WEB オペレーター業務を行っていただきます。 

【茶畑業務】 

・茶畑の整備（草刈り）・茶摘み・その他農作業・生産した農産品の PR とオンライン販売 

【WEB オペレーター業務】（テレワーク予定） 

・ サイトパトロール、ＷＥＢサイトの投稿内容や記事を巡回、審査し、チェックしていただく、お仕事です。 

※電話対応なし ※初心者応募可  

・自社茶畑ほか、農産地を整備中。 

・農産と IT 業務の比率は 5：5 を目途としていますが、事業状況や季節などにより比率が変わります。 

・移住支援制度あり、子育て支援は応相談。 

就業時間：9:00～18:00 

休日：土日、祝日、その他 

時間外労働：10 時間/月 

月給：220,000 円～270,000 円 

※試用期間有 6 か月（同条件） 

※固定残業手当（普通残業 30 時間相当額）を含む月額。30 時間を超える時間外労働分につい

ては追加で支給します。 

年齢：不問 

https://haat.blogdehp.ne.jp/article/16421056.html
mailto:tama@haat.or.jp
mailto:tama@haat.or.jp


学歴：不問 

※農作業経験者歓迎  ・インターネット、PC、Office ツールの基本操作ができる方。   

・インスタグラム、Facebook、YouTube などでの PR 情報発信の企画と実践の経験がある方、または出

来る方    

・農産に経験または知見のある方で IT 業務に知見、経験または高い興味がある方 

農産は未経験だが農産従事に熱意のある IT 業務経験者も採用対象として検討します。 

 

▼株式会社エクシィ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都千代田区内神田三丁目 4 番 11 号 

仕事内容：経理分野をメインとする一般事務＜担当業務の一例＞伝票入力、給与計算、税務、現

金預金管理、各種支払い業務、顧問会計事務所との連絡、社会保険業務、個人情報管理業務、

郵便物処理、備品管理、等々。 

就業時間：9:00～18:00 

※新型コロナ感染拡大防止措置として、時差勤務を実施中です。 

総務部では現状 8:30～19:00 の間で 8Ｈ勤務をしています。ご家族の事情で短時間勤務をご希望

する方はご相談に応じます。 

休日：土日、祝日 

時間外労働：5 時間/月 

月給：220,000 円～280,000 円 

※試用期間有 3 か月（別条件有） 

※固定残業手当（普通残業 20 時間相当額）を含む月額。20 時間を超える時間外労働分につい

ては追加で支給します。 

上記月給額は入社時の金額として設定しており、経験などに応じて決定致します。 

年齢：～30 歳まで（長期勤続によるキャリア形成のため） 

学歴：高卒以上 

 

▼アクト株式会社 

雇用形態：パート・アルバイト 

勤務場所：THE BBQ BEACH in TOYOSU 東京都江東区豊洲 6 丁目 5 

仕事内容： 屋外飲食スペースの清掃 ソファーやイス・テーブルや床の拭き掃除や掃き掃除トイレ清掃

やゴミ回収運搬等の簡単な清掃です。 

おしゃれな施設での勤務です！ダブルワーク可 空いたお時間の有効活用にいかがですか。 

【平日】10：00～12：00（実働 2.0ｈ） 10：00～14：00（実働 4.0ｈ） 10：00～

18：00（実働 6.5ｈ） 16：00～18：00（実働 2.0ｈ） 

【土日祝】8：00～10：00（実働 2.0ｈ） 8：00～13：00（実働 4.5ｈ） 13：30～



19：00（実働 5.0ｈ） 13：00～14：30（実働 1.5ｈ） 17：30～19：00（実働 1.5

ｈ） 

※未経験でも一から教えます。教育体制、道具も充実しています。 

※試用期間なし 

※原則敷地内禁煙（喫煙専用室設置） 

時給：1,200～1,450 円 

年齢：不問 高齢者も歓迎です。 

学歴：不問 

 

▼株式会社藤井石油 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都中央区湊１丁目 8-12 TI ビル６階 

仕事内容：①船舶会社からの 電話、FAX、メールによる受注 ②本社にて船舶の配船業務（油タン

カー船（主に京浜港と日本全国）内外航船へ燃料油を補油させるための配船手配） ③車で船舶に

荷物等の運搬（重い物を運んだりすることもあります）他 ④エクセルによる在庫管理、日報管理、役

所への提出書類作成 ⑤請求書の作成 

※未経験でも一から教えます。 

※試用期間 3 カ月 

※原則室内禁煙 

就業時間：８: 30～17: 30（休憩 60 分） 

休日：土日、祝日 

時間外労働：0 時間/月 

月給：250,000 円～320,000 円 

年齢：～50 歳まで（長期勤続によるキャリア形成のため） 

学歴：高卒以上 

必要な資格：普通自動車免許（AT 限定可） 

＊通勤手当：月額 100,000 円まで 

 

▼NOC アウトソ－シング＆コンサルティング株式会社 

雇用形態：契約社員 

勤務場所：東京都港区芝浦 3－1－21 msb Tamachi 田町ステーションタワーＳ 

仕事内容：総務・庶務業務 

美観管理、空調管理、社員出勤率の集計作業、機密文書管理、ロッカー管理、備品補充・管理・発

注業務、各業者との窓口業務、社員からの問い合わせ対応、その他の総務庶務の業務 

※雇用期間は基本的に更新です。試用期間はありません。屋内完全禁煙です。 

※女性比率が高く、産休・育休の取得、その後の職場復帰の実績も多数です。有給休暇の取得率の



引き上げに全社で取り組んでいます。 

就業時間：9 :00～17:30（休憩 60 分） 

時間外労働：5 時間/月 

月給：250,000 円 

年齢：不問 

学歴：不問 

必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 50,000 円まで 

 

▼大同生命保険株式会社 渋谷支社 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都渋谷区道玄坂 1-8-10 渋谷区道玄坂東急ビル 3 階 

仕事内容：法人会員企業様に対する福利厚生制度の推進をしていただく法人営業のお仕事です。 

あらかじめ指定した企業を訪問します。学校行事や子育て上の家庭事情がある場合でも半日休暇制

度を利用し両立可能です。子育てサポート企業に認定されています。 

就業時間：9: 20～17:20（休憩 60 分） 

時間外労働：なし 

月給：200,000 円～250,000 円 

年齢：不問 

学歴：高卒以上 

必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 35,000 円まで 

 

▼ユニバーサル企業株式会社（中央区築地） 

雇用形態：パート 

勤務場所：東京都中央区築地 2-9-3 

仕事内容：研修施設内の清掃。研修室、会議室、エントランス、トイレ清掃。 

就業時間：8:00～10:00 

時給：1,200 円 

年齢：不問 

学歴：不問 

必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 33,000 円まで 

 

▼ユニバーサル企業株式会社（墨田区押上） 

雇用形態：パート 



勤務場所：東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリー展望デッキ内 

仕事内容：とうきょうスカイツリー駅、押上駅近。東京一高いところにあるレストランの食器洗浄スタッフ 

就業時間：①12:00～21:00（休憩 120 分）月～金 7 時間勤務 

②11:00～21:00（休憩 120 分）土日祝 8 時間勤務 

時間外労働：有（月平均 10 時間） 

時給：1,041 円 

年齢：不問 

学歴：不問 

必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 15,000 円まで 

 

▼大同生命保険株式会社 新宿支社 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都新宿区新宿 4-3-25 TOKYU REIT 新宿ビル 6 階 

仕事内容：企業保険のエキスパートとして法人営業に特化（法人営業）。プラチナくるみん認定企業

で、充実した研修制度があり初めての方でも安心です。20～50 代と幅広い年齢層の方が活躍してい

ます。 

就業時間：9:20～17: 20（休憩 60 分） 

時間外労働：なし 

月給：200,000 円～250,000 円 

年齢：不問 

学歴：高卒以上 

必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 35,000 円まで 

 

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

★求人の応募・お問合せはこちら はあと飯田橋★ 

応募の際は、来所登録が必要となります。 

まずはお電話かメールにてご連絡下さい。登録後、紹介書をメール添付または郵送します。 

【問い合わせ先】 

E-mail: iidabashi@haat.or.jp 

電話：03-3263-3451 

(月・水・木・土・日・祝 9:00～17:30  火・金 9:00～20:30) 

＊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 

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

 

mailto:iidabashi@haat.or.jp
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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→ info@haat.or.jp 

 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

【 東京都ひとり親家庭支援センターはあと・はあと飯田橋・はあと多摩】 

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

東京都ひとり親家庭支援センター はあと 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-6 新都心ビル 7 階 

代表電話 03-6261-7303   Email info@haat.or.jp 

相談受付 03-6272-8720 

 

東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-10-3 東京しごとセンター 7 階 

電話 03-3263-3451 Email iidabashi@haat.or.jp 

 

東京都ひとり親家庭支援センター はあと多摩 

〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-30 立川わかぐさビル 4 階  

電話 042-506-1182 Email tama@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と 

認定 NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむが運営しています。 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 
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