メールマガジン 2022 年 4 月 16 日配信号
★ はあと運営サイト http://www.haat.or.jp/ ★
令和４年度がスタートし、東京都ひとり親家庭支援センターでは新しいセミナーが始まっています。
ライフプラン、グループ相談会、就業支援講習会・・気になったら、ホームページからぜひ確認してみてくださ
い。ちょっと行動してみる小さな一歩が、未来へ繋がるかもしれませんね。
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
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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【はあと多摩のイベントご案内】
▼令和 4 年度就業支援講習会 パソコン講習会＠はあと多摩開催のお知らせ
はあと多摩ではひとり親の方を対象に、以下の日程でパソコン講習会を開催します。就職のためにパソコ
ンスキルを身に付けたい方、仕事でパソコンを使っているけれどもっとスキルを磨きたい方、どうぞお申し込み
ください。
日程：第 1 回（初級）6 月 2 日（木）、9 日（木）、16 日（木）
第 2 回（応用）7 月 7 日（木）、14 日（木）、21 日（木）
時間：1 日 6 時間×3 日間 9：00～16：15
会場：はあと多摩 多目的室
＊交通費は実費でお支払いいたします（上限あり）
対象：東京都内在住のひとり親家庭の母・父または寡婦で 3 日間必ず参加できる方

＊過去に受講された方は申込できません
定員：各 10 名（応募者多数の場合は抽選になります）
託児：ご希望の方はお電話ください（TEL：042-506-1182）
http://www.haat.or.jp/article/16439801.html
▼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)
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)
※残席数：第 1 部オンライン 6 席、会場 3 席、託児 2 名
第 2 部はまだ余裕があります
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:小宮位之氏(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)）

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)＊託児申込締切は 4/15(金)
http://www.haat.or.jp/category/1907045.html
▼第 2 回就業支援講習会
「コミュニケーションワークショップ」
「あなたの長所は？」と聞かれても・・自信ないし・・短所は言えるけど・・
自分の短所だと思っていること長所に変えていくことができます。
自分の持っている力をコミュニケーションワークショップでアップしていきましょう。
講師:髙山直子さん カウンセリング＆サポートサービス N カウンセラー
日時:2022 年 5 月 15 日(日)

14：00～16：30 (申込締切：5/12(木)）

参加方法:会場受講
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
定員:20 名
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着５名)＊託児申込締切は 5/6(金)
http://www.haat.or.jp/category/1907045.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・技能を習得す
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
▼第 2 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・技能を習得す
る研修会です。ひとり親の方は対象ではありません。）
「最新の離婚前後の法律手続き・法律知識」
離婚に関する手続きは、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など 多岐にわたります。また、
民事執行法が昨年改正され、養育費の手続きについても進展がありました。
そこで昨年好評いただいた本講座を、今年度も最新情報を盛り込んでお伝えいたします。ぜひ多くの相
談員にご受講いただければと思います。
講師：早坂由起子 さん さかきばら法律事務所 弁護士
日時：2022 年 5 月 19 日(木)

13：30～16：30 (申込締切：5/16(月)）

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：飯田橋レインボービル２F ２C 会議室
※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

◇2. 東京都からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼「すてきみらい塾」参加者 150 人大募集 【シーズン１ 90 名 5/11 まで募集中！】
東京都ひとり親家庭就業推進事業のシーズン１受講生（東京都在住）を募集します。
・コロナの影響で、収入が減ってしまった
・コロナで仕事がなくなった
・仕事探しがうまくいかない
そんなあなたにおすすめします。
【エンパワメントプログラム】【PC 研修】【スキルアップ訓練】【就業マッチング】まで行います。
・土曜日クラス 5/21（集合）、6/4（集合）、6/18（オンライン）、7/2（集合）、7/9（集合）
・日曜日クラス 5/22（集合）、6/5（集合）、6/19（オンライン）、7/3（集合）、7/10（集合）
・木曜日クラス 5/26（集合）、6/9（集合）、6/23（オンライン）、7/7（集合）、7/14（集合）
スキルアップ訓練は以下から選択します。
① コールセンター研修 ②IT 人材 ③テレフォンアポインター ④家事代行 ⑤建築施工管理
概要はこちら https://single-mama.com/sutekimirai/
〈 講 座 説 明 会 〉 ① 4/15( 金 )19:00 ～ ② 4/17( 日 )10:30 ～ ③ 4/17( 日 )13:30 ～ ④
4/21(木)12:00～（以上すべてオンライン）⑤４/24(日)10:00～（主婦会館）
〈説明会申込〉 https://bit.ly/3JQzFiu
〈受講申込み〉 https://bit.ly/3KZljg9
お申込み締切：5 月 11 日(水)、(シーズン２ 60 名の募集は 7 月予定)
お申込み・問合せ：03－3263－1519 10:30～17:30
メールお問い合わせ：sutekimirai@single-mama.com
▼東京都ひとり親家庭等在宅就業推進事業 参加者募集！
子どものそばで働きたい、すきま時間を活用したい、貯蓄を増やしたい、コロナ禍で仕事場へ行くのは不安、
仕事が減ってしまったなど、今の就業環境を少しでも改善したい方、就業に関するお悩みがある方へ。
本事業は、10 か月間を通じて在宅就業における基礎知識やスキルの向上により、年間 10 万円の収
入を目指すプログラムです。ひとりではすぐにあきらめてしまいがちな在宅ワークをサポートします。
まずは、4 月 23 日(土)の入門セミナーに参加してみませんか。
どんなプログラムか、どんな方がどんな風に在宅ワークを行ったか、などをご紹介します。以下の URL よりお
申込みをお待ちしています！
http://www.c-mam.co.jp/event/e/009783.php
主催:東京都
受託運営:株式会社キャリア・マム 東京都ひとり親家庭等在宅就業推進事業委託 運営事務局

◇3. （一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼端午の節句お祝い 親子で楽しむポニー乗馬体験
日時：5 月 14 日(土) AM8：50～PM5：00 頃
行先：茨城県 取手市椚木 49 小貝川ポニー牧場
集合：JR 上野駅入谷改札近くの「ぱんだの象」前 AM 8:50
募集対象：東京都在住のひとり親家庭の親と小学生以下のお子さん 12 組程度
※小学生の子が一緒に参加する場合は未就学児の弟・妹も参加できます。
※安全上の理由から、未就学児の乗馬体験は親と同伴の場合に限られます。
参加費：大人 2,000 円 子ども一人につき 1,000 円
プログラム：ポニー乗馬体験ポニーとふれあいながら乗ってみよう！
※ポニー餌やり、鯉のぼりペイントを実施予定。
※地元で評判のフレンチ料理シェフによる、お弁当と「端午の節句お祝い特製デザート」も用意します。
申込期限：4 月 26 日（火）23：59
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1937#page27
_1937

◇4. 注目求人ピックアップ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇お仕事情報 はあと多摩◇
▼2021134. 野村不動産ソリューションズ株式会社
雇用形態：正社員
勤務場所：新宿区西新宿もしくは首都圏各支店
仕事内容：支店の事務全般（営業サポート）
・物件情報、データ入力：不動産情報システムへの物件情報掲載
・来客の一次対応：個人のお客様、取引先業者様
・電話対応：受付業務、営業担当への取次
・営業活動報告書の確認と送付
・宅建業法で定められている書類をお客様へ送付
・経理業務、帳票管理：領収書の作成、仕分け業務
・契約書作成のサポート：売買契約書・重要事項説明書の製本
年齢：40 歳くらいまで
休日：土日祝（新宿本社）もしくは火水（首都圏営業所）
学歴：専門卒以上 ＊事務経験 3 年以上
＊平均残業 10 時間未満、年間休日 124 日！
ワークライフバランスを重視した働き方が可能です！
＊宅地建物取引士の資格取得サポート。試験前半年は研修を行うので、働きながら宅建

資格を目指すことができます。将来は営業職として活躍することも可能です。
＊時短勤務、時差出勤制度あり（小学校 3 年生まで）
例、早くから出社してお迎えの時間に間に合うよう帰宅できます。
＊看護休暇制度（6 歳まで）、介護休暇制度あり
例、万が一の時でも制度を使用して、お子さんと過ごすことができます。
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2016/202203301620557357.pdf
▼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
資格経験：宅地建物取引主任者あれば尚可。必須条件ではなくなりました。
PC 経験（基本操作）必須。
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/28/2017/202204011424317678.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
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◇
▼ユニバーサル企業株式会社
雇用形態：パート
勤務場所：渋谷東武ホテル 東京都渋谷区宇田川町 3-1
仕事内容：ベットメイク・客室清掃・清掃後のルーム確認のお仕事です！
【具体的作業内容】
・お客様がアウトしたホテル客室に入室 ・シーツ、タオル等を回収しベットメイクする ・窓机イス等家具を
拭き上げ、備品をセットする ・バスルームにて洗面台・浴槽・トイレ等を洗い拭き上げ、タオル備品等をセ
ット ・掃除機にて清掃し、最終確認をして終了
就業時間：9:30～14:30
時給：1,200 円～1,250 円
年齢・学歴・必要な資格：不問
＊通勤手当：月額 33,000 円まで
週 3～5 日勤務できる方お待ちしています！！
▼ユニバーサル企業株式会社
雇用形態：パート
勤務場所：都市センターホテル 東京都千代田区平河町 2-4-1
仕事内容：ベットメイク・客室清掃・清掃後のルーム確認のお仕事です！
【具体的作業内容】
・お客様がアウトしたホテル客室に入室 ・シーツ、タオル等を回収しベットメイクする ・窓机イス等家具を
拭き上げ、備品をセットする ・バスルームにて洗面台・浴槽・トイレ等を洗い拭き上げ、タオル備品等をセ
ット ・掃除機にて清掃し、最終確認をして終了
就業時間：9:30～14:00
時給：1,100 円～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
週 3～5 日勤務できる方お待ちしています！！
▼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：東京都港区高輪 1-3-13 ＮＢＦ高輪ビル３階
仕事内容： 支払処理業務 チームで協力しながら業務を行っていきます！
・精算書類取りまとめ ・支払対象確認及び登録作業 ・支払依頼票作成及びチェック作業 ・支払シ
ステムへの登録作業 ・支払書類発送

※業務に慣れて来たら、週２日程度の在宅勤務を予定しております。
※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：10 時間/月
時給：1,700 円
年齢・学歴・必要な資格：不問
＊通勤手当：月額 50,000 円まで
▼銀座ステファニー化粧品株式会社
エイジングケア化粧品のパイオニア。「きれいと元気」をお客様にお届けする化粧品・健康食品の販売企
業です。女優 大地真央さんもご愛用され、創業 30 周年を迎えた、確かな信頼と実績から、多くの女
性に支持されています。
雇用形態：パ－ト
勤務場所：東京都港区新橋 1-10-6 新橋Ｍ－ＳＱＵＡＲＥ 10Ｆ
仕事内容：美容コンシェルジュ（電話営業） 自社商品をご購入いただいたお客様へ、健康と美容の
サポートをしながら、商品をご提案いただく営業職となります。お電話で商品のご提案を行うので、対面な
らではの緊張を感じることなく、リラックスした気持ちで「美容」のお手伝いをすることができます。
就業時間：10:00～15:30 16:00～21:30
勤務日： 週 4 日～、1 日 5 時間
時給：1,300 円 通勤手当全額支給
年齢：不問
学歴：高等学校卒、大学卒
必要な資格：不問
※充実した研修を行いますので安心してご応募ください！ブランクのある方、子育て中の方、未経験の方、
経験のある方など沢山の方とお会いしたいと思っております。
▼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」
「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（休憩 60 分）
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→休みの勤務で身体
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
必要な資格：介護初任者研修・ヘルパー2 級必須

介護福祉士 1,400 円

◆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。
▼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・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 1.5ｈ）
※未経験でも一から教えます。教育体制も充実しています。
※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・学歴・必要な資格：不問 高齢者も歓迎です。
＊通勤手当：全額支給
▼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・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
▼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
〒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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

