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新しい年度が始まり、お子さんの環境やご自身の環境が変わる方もいらっしゃることでしょう。環境の変化

に不安や戸惑いがあったとしても、ひとりで頑張らなくても大丈夫です。安心して明日に向かうために、私た

ちと一緒に考えましょう。 

はあとでは来所や電話でのご相談とともに、LINE 相談も実施しています。お友達登録はこちらです。 

QR コード：https://www.single-mama.com/haat-line/ 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

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 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

◆ I N D E X ◆ 

1. イベント・セミナーのご案内 

2. 東京都からのお知らせ(女性向け委託訓練 e ラーニングコースのご案内） 

3. その他団体からのお知らせ 

4. 注目求人ピックアップ 

 

◇ 1.イベント・セミナーのご案内 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ▼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) 

      現役看護師、看護学生 

第 2 部 小森山英慶氏(看灯個別学院 塾長) 

http://www.haat.or.jp/
https://www.single-mama.com/haat-line/
https://haat.blogdehp.ne.jp/category/1902254.html
https://haat.blogdehp.ne.jp/category/1902254.html


      はあと多摩小論文担当相談員 

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～ 

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 

 

▼第 1 回ひとり親グループ相談会＠はあと多摩 

無料塾の先生にお聞きする「都立高入試 最新事情～親が知っておきたいこと～」 

昨年度「子どもの教育 大切なこと」と題してのお話が好評だった講師に、今回は都立高入試にしぼって、

さらに詳しくお聞きします。入試制度等の基礎的なことから最新事情のほか、日ごろの学習ポイントや夏

休みの勉強法などについてもご紹介いただきます。 

講師は「収入格差を学力格差にしない！」という想いを実現するために、経済的に苦しいご家庭の中

学・高校生の無料学習支援を通して 400 名近くの生徒と関わってきました。ご自身も男の子３兄弟の

子育て真っ最中。どう子どもの学習に向き合ってきたか、親目線でのエピソードも楽しみです！ 小学校高

学年から中学生のお子さまを育てている皆さま、ぜひ聞いてみてください。後半はひとり親同士、お互いの

思いや疑問を共有する時間もあります♪ 

講師:小宮位之(認定 NPO 法人八王子つばめ塾理事長) 

日時:5/28(土)13:30～16:30 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) 申込締切 5/24(火) 

託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名)＊託児申込締切は 5/18(水) 

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

 

 

【はあと・はあと飯田橋のイベントご案内】 

▼第 1 回就業支援講習会 

「はじめてのキャリアデザイン」セミナー ～自分の強みをみつけて、一歩踏み出してみよう～ 

 働く人の悩みや不安を払拭し、一歩踏み出すためのきっかけ作りとなるセミナーの企画・運営を年間

100 本以上行っておられる蒲生智会さんをお招きし、これからの生き方、働き方を考えるヒントとなるよう

なお話をお伺いします。 

キャリアとは人生そのものです。ご自身の人生をご自身でデザインする、その一歩を始めてみませんか。 

講師：蒲生智会さん 株式会社スリーアウル代表取締役 

日時：2022 年 4 月 23 日(土)  9：30～12：00 (申込締切：4/20(水)） 

http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
http://www.haat.or.jp/article/16312496.html


参加方法：会場受講、またはオンライン(zoom)受講、選択できます。 

会場：主婦会館プラザエフ 3Ｆソレイユ 四ツ谷駅 麹町口徒歩１分 

※コロナの感染状況により全員オンラインに変わる場合があります。 

定員：会場 15 名、オンライン(zoom)20 名 

託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着５名様)＊託児申込締切は 4/15(金) 

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

 

▼はあと飯田橋主催 ライフプランセミナー 

「ひとり親家庭のための教育費とライフプラン」 

ひとり親として 2 人の子どもを育ててこられた中島智美さんをお招きし、少しでもひとり親の家庭を持つ方

の負担を軽減するためのポイントや補助金等を解説いただきます。 

一緒に子どもの教育費とライフプランについて考えてみませんか？ 

ご参加いただいた方には、『教育費サポートブック』を進呈いたします。 

講師：中島智美 さん 中島 FP 事務所代表 １級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP® 

日時：2022 年 4 月 24 日(日)  10：00～12：00 (申込締切：4/20(水)） 

参加方法：オンライン(zoom) 

定員：30 名 

その他：キャリア相談あり セミナー当日の午後、30 分のオンラインキャリア相談を実施します。ご希望者

4 名様までとなりますので、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

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

 

▼第 1 回相談支援員研修会 

（東京都内のひとり親家庭の相談支援に携わっている方を対象に、支援に必要な知識・技能を習得で

きる研修会です。ひとり親の方は対象ではありません。） 

 

「コロナ禍でのひとり親と子どもの状況について」 

子どもの貧困について著書や論文を多数発表しておられる阿部彩先生をお招きし、「子どもの貧困」と子

どもの育ちに与える影響、そしていまコロナ禍のなかでひとり親と子どもはどのような状況にいるのか、都内の

子どもの貧困調査結果もまじえてお伺いし、広い視点から相談支援の現場の課題を考えます。 

講師：阿部彩 さん 東京都立大学 人文社会学部人間社会学科 教授 

日時：2022 年 4 月 22 日(金)  13：30～16：30 (申込締切：4/19(火)） 

参加方法：会場受講、またはオンライン(zoom)受講、選択できます。 

会場：主婦会館プラザエフ 4Ｆシャトレ 四ツ谷駅 麹町口徒歩１分 

※コロナの感染状況により全員オンラインに変わる場合があります。 

定員：会場 20 名、オンライン(zoom)40 名 

http://www.haat.or.jp/category/1907049.html 

http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
http://www.haat.or.jp/category/2119296.html
http://www.haat.or.jp/category/1907049.html


 

 

◇2. 東京都からのお知らせ(女性向け委託訓練 e ラーニングコースのご案内） 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

▼女性向け委託訓練（e ラーニングコース）（6 月生）の募集 

申込期間：令和 4 年 3 月 31 日（木）から 4 月 13 日（水）まで 

訓練内容：正規雇用に役立つ e ラーニング各コンテンツによる、訓練及びスクーリング（1 回 3 時間

×3 回） 

訓練科目：①パソコン事務養成科 ②総務経理養成科 ③Web サイト制作科 ④Web マーケッター

科 上記の中からいずれか 1 コースを選んでください。 

訓練期間：令和 4 年 6 月 1 日（水）から 約 3 か月間 

受講料：無料 

受講申込：東京都ひとり親家庭支援センター はあと飯田橋・はあと多摩 

詳細はこちらをご確認ください。 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-

kunren/itaku/202206_joseie-learning.pdf 

問合せ TEL:03-3263-3451 iidabashi@haat.or.jp はあと飯田橋 

       TEL:042-506-1182 tama@haat.or.jp はあと多摩 

 

 

◇3. その他団体からのお知らせ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆中学３年生対象！都立高校入試対策の無料学習教室「ソライロ」のご案内 

2022 年度の生徒を募集します。 

ソライロは、都立高校を受験する中学３年生のための無料の学習教室です。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。 

対象：令和 4 年度に中学 3 年生の方 

開催日：5 月（※）～2023 年 3 月まで隔週日曜日 13：30～17：30  

場所：荒川区町屋 

定員：15 名 

詳しくはこちら https://gakusyusorairo16.wixsite.com/sorairo 

※説明会 5 月 1 日（日）13：30～14：30  

説明会に参加しなくても、５月以降でも、通塾できます。 

【お申込み・問合せ先】 

https://ws.formzu.net/sfgen/S80262715/ 

 

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/202206_joseie-learning.pdf
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kyushokusha-kunren/itaku/202206_joseie-learning.pdf
https://gakusyusorairo16.wixsite.com/sorairo
https://ws.formzu.net/sfgen/S80262715/


 

◇4. 注目求人ピックアップ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お仕事情報 はあと多摩◇ 

▲2021131. アクティア株式会社 

雇用形態：正社員 

勤務場所：お客様宅と本社（中央区八丁堀） 

仕事内容：家事代行(掃除・料理）スタッフ 

お客さま宅で掃除や洗濯、料理など家事を行います。 

掃除専門、料理専門など働き方は選べます。 

休  日：週休二日（日・他） 

＊日頃から行って磨いた家事の腕をお仕事に活かせます！ 

＊掃除専門、料理専門など働き方は選べます 

＊初めはトレーナーがついているので安心。 

＊1 日 2 時間～ 週 1 日～のパート職もあります。（No.2021132） 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2006/20220319114028851.pdf 

 

▼2021130. 株式会社加藤不動産 

雇用形態：パート 

勤務場所：在宅・物件案内先 

仕事内容：ご高齢や障害を持った方の希望物件について確認、申込作業、物件案内  

休  日：土・日・祝 他（週 3 日勤務） 

＊実際のやりとりは区役所の担当者さんです。 

＊普段は在宅での勤務となります（PC もしくはタブレット使用、スマートフォンでも可） 

＊時間帯は選択できます 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2008/202203191423163604.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 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2006/20220319114028851.pdf
http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2008/202203191423163604.pdf


＊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 

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 

 

 

★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◇ 

▼社会福祉法人厚生会（デイサービスセンター） 

住み慣れた街で「幸せに生きてるな」と実感できる生活を支援しています。スタッフは笑顔で「責任と誇り」

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/1991/202202251048233808.pdf
http://www.tobokyou.net/files/lib/28/1996/202202251055551633.pdf
https://haat.blogdehp.ne.jp/article/16421056.html
mailto:tama@haat.or.jp


「専門知識と技能」をもって心のこもったサービスを提供しています。その輪の中にあなたが入ってくださるこ

とを全員楽しみにしています！ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都江戸川区南小岩 5-11-10 

仕事内容：デイサービスセンター40 名の介護業務全般をお願いします。（入浴介助・食事介助・排泄

介助・レクリエーションの企画及び運営・介護記録作成・送迎・添乗）※送迎は 2 名添乗 

就業時間：8:30～17:30 

休日：勤務割表によります。休日は 12/30～1/3 を含め、12・１月は公休 10 日間、２～11 月は

公休 9 日間、夏季休暇 2 日。 

月給：188,000～256,320 円 別途運行手当 1,000 円/1 日（10 日限度） 

＊賞与 4.73 か月分（R3 年度実績）年収は手当を含み 326 万～440 万円です。 

年齢・学歴：不問 

必要な資格：介護初任者研修・ヘルパー2 級必須 

※パートも募集しています。 

勤務時間：8：30～15：30（休憩 60 分） 

時給：介護職員初任者研修・ヘルパー2 級 1,100 円 介護福祉士 1,150 円 

必要な資格：介護初任者研修・ヘルパー2 級必須 

◆6 ヶ月勤務者は賞与支給（要件有）◆交通費全額支給◆年次有給休暇◆給食有（1 食 300

円） 

 

▼社会福祉法人厚生会（特別養護老人ホーム） 

住み慣れた街で「幸せに生きてるな」と実感できる生活を支援しています。スタッフは笑顔で「責任と誇り」

「専門知識と技能」をもって心のこもったサービスを提供しています。その輪の中にあなたが入ってくださるこ

とを全員楽しみにしています！ 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都江戸川区南小岩 5-11-10 

仕事内容：特養 50 名、ショート 4 名の介護のお仕事です。夜勤勤務後は明け→休みの勤務で体へ

の負担を少なくしています。 

就業時間：9:00～18:30 （早番）7:00～16:30 （遅番）10:00～19:30 

（夜勤）17:00～翌 9:30 交替勤務制（変形労働時間制、週 40 時間） 

＊早番・遅番は併せて月 6 回程度。夜勤は月 4 回程度。 

時間外：月 5 時間程度 

休日：シフト制です。12・１月は公休 10 日間、２～11 月は公休 9 日間、夏季休暇 2 日。 

月給：188,000～256,320 円 別途夜勤手当 8,000 円、早・遅番手当 500 円、 年末年始

手当 1 勤務 2,000 円  

＊賞与 4.73 か月分（R3 年度実績）年収は手当を含み 356 万～470 万円です。 



年齢・学歴：不問 

必要な資格：介護初任者研修・ヘルパー2 級必須 

※パートも募集しています。勤務は週 3～勤務可能です。 

勤務時間：9：30～18：30（休憩 60 分） 

時給：介護職員初任者研修・ヘルパー2 級 1,300 円  介護福祉士 1,400 円 

必要な資格：介護初任者研修・ヘルパー2 級必須 

◆6 ヶ月勤務者は賞与支給（要件有）◆交通費全額支給◆年次有給休暇◆給食有（1 食 300

円） 

 

▼日本国民食株式会社 

雇用形態：正社員 

勤務場所：東京都多摩市永山 7-1 

仕事内容： ◆学校給食における調理業務全般、清掃・洗浄作業。簡単な事務作業など。 

※経験不問 

※試用期間 2 か月 

※原則室内禁煙 

就業時間：7：30～16：30（休憩 60 分） 

休日：土日、祝日 

時間外労働：0 時間/月 

月給：186,000 円～210,000 円 

年齢・学歴：不問  

必要な資格：栄養士・調理師 あれば尚可 

＊通勤手当：全額支給 

＊就業場所は多数ありますので、お住いのお近くでの就業を希望される場合はご相談ください。 

 

▼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：9：00～17：00（休憩 60 分） 

時間外労働：5 時間/月 



月給：250,000 円 

年齢・学歴・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、トイレ等。 

就業時間：8：00～10：00 

時給：1,200 円 

年齢・学歴・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・学歴・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 

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

 

▼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 
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〒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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