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はあとホームページが、リニューアルいたしました！みなさまのお役にたつホームページ運営のために、 

みなさまのお声をアンケートにてお聞かせください。ご協力よろしくお願いいたします。 

アンケートはこちらから 

https://ssl.form-mailer.jp/fms/31356dfe569354 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

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.or.jp/newsletter/ 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

 

◆ 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 

3. 注目求人ピックアップ 

 

◇ 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） 

http://www.haat.or.jp/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/31356dfe569354
https://haat.or.jp/newsletter/
https://haat.or.jp/newsletter/
https://haat.or.jp/newsletter/


託児：ご希望の方はお電話ください（TEL：042-506-1182） 

https://haat.or.jp/event/220602pc/ 

 

 ▼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) 

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) 

https://haat.or.jp/event/220514life/ 

 

▼第 2 回ひとり親グループ相談会＠はあと多摩 

「心と身体を整える～ストレスとの上手な付き合い方～」 

切っても切り離せない関係にある「こころ」と「からだ」。 

知らず知らずのうちにストレスがたまり、疲れたり元気がなくなったり…。 

講師は、スポーツ医科学・内科学の知見からアスリートへの食事・メンタル・行動のアドバイザーとして活躍、

一般の方向けのカウンセリングもされています。 

心と身体の仕組みからストレスの原因を知り、また心の変化によるホルモン・自律神経への影響や、心と

身体を整えるアプローチ法などをご紹介いただきます。 

ストレスサインを見逃さず、自分自身を見つめ直してみませんか？ 

後半はひとり親同士、お互いの思いや悩みを共有する時間もあります♪ 

講師:土屋未来氏(スポーツ医科学マスター・産業カウンセラー) 

日時:6/25(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 

https://haat.or.jp/event/220602pc/


定員:20 名(定員になり次第募集締切) 申込締切 6/21(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 6/15(水) 

https://haat.or.jp/event/220625group-2/ 

 

【はあと・はあと飯田橋のイベントご案内】 

▼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) 

https://haat.or.jp/event/220515shugyoshien/ 

 

▼第 3 回就業支援講習会【パソコン講習会】 

ビジネススキルアップ入門編～タイピングをマスターしてビジネスメールを書こう～ 

講師のサポートのもと、キーボードを見ずにタイピングできる「タッチタイピング」を身につけていただきます。パ

ソコン初心者の方でも大丈夫です！またタッチタイピングはできるものの、「我流なのできちんと身につけた

い」「もっとスピードアップしたい」「ミスタイプを減らしたい」といった皆様も大歓迎です！ 

タッチタイピングができたら、ビジネスメールの書き方や、Word、Excel でできることを学びます。 

日時：2022 年 6 月 4 日(土)  9：00～12：15 

           6 月 18 日(土)  9：00～12：15 

         ※両日ともに参加できる方 

※終了後の 13:00～15:00 自由参加の自習時間付きです。 

場所：JR・地下鉄 飯田橋駅 徒歩 5 分 詳細は受講決定者に連絡します。 

定員：12 名  

※応募多数の場合は、求職活動中の方、就労意欲のある方を優先します。抽選になる場合もあります。 

※過去に受講された方は、申込できません。 

※ビジネススキルアップ入門編とビジネススキルアップ初級編の両方への申込は可。 

受講料：無料(交通費は各自負担となります。) 

その他：余席がある場合は、就業を予定しているひとり親家庭のお子さんの受講もご相談に応じます。 

お電話・メールでお問い合わせください。 

https://haat.or.jp/event/220515shugyoshien/


問い合わせ先：はあと飯田橋 iidabashi@haat.or.jp TEL03-6263-3451 

申込先：https://haat.or.jp/event/220604pc/ 

締切：5 月 23 日(月) 

      

▼第 4 回就業支援講習会【パソコン講習会】 

ビジネススキルアップ初級編～しごとをイメージしてビジネスソフトを学ぼう～ 

会社での仕事をイメージしながら、文書作成ソフトの Word、データ整理等で使う表計算ソフトの Excel、

資料を見栄えよく作成したり、チラシ作成などができるソフト PowerPoint を学びます。 

日時：2022 年 7 月 2 日(土)  9：00～12：15 

           7 月 17 日(日)  9：00～16：30 

         ※両日ともに参加できる方 

※1 日目終了後の 13:00～15:00 自由参加の自習時間付きです。 

場所：JR・地下鉄 飯田橋駅 徒歩 5 分 詳細は受講決定者に連絡します。 

定員：12 名  

※応募多数の場合は、求職活動中の方、就労意欲のある方を優先します。抽選になる場合もあります。 

※過去に受講された方は、申込できません。 

※ビジネススキルアップ入門編とビジネススキルアップ初級編の両方への申込は可。 

受講料：無料(交通費は各自負担となります。) 

その他：余席がある場合は、就業を予定しているひとり親家庭のお子さんの受講もご相談に応じます。 

お電話・メールでお問い合わせください。 

問い合わせ先：はあと飯田橋 iidabashi@haat.or.jp TEL03-6263-3451 

申込先：https://haat.or.jp/event/220702pc/ 

締切：6 月 20 日(月) 

 

▼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 

https://haat.or.jp/event/220519soudanshienin/ 

 

◇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〉 ①5/4(水祝)14:00～オンライン ②5/7(土)14:00～四ツ谷主婦会館 ③

5/8(日)10:00～オンライン  

〈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 

 

▼委託訓練活用型デュアルシステム 1 か月間企業実習付き（7 月生）の募集 

座学(３か月間)で身に付けた技術や知識を、企業等での実習(１か月間)で実践する訓練です。座学

では、マナー研修などを行うキースキル講習も行います。 

応募資格：受講開始日において離職者であることや、開始日までにジョブ・カードを利用したキャリアコン

サルティングを受けるなど要件があります。 

申込期間：令和 4 年 4 月 26 日(火)～5 月 13 日（金）まで 

選考方法：各訓練実施施設での面接・書類審査があります。 

訓練内容：①座学(3 か月間)＋ ②企業等での実習(1 か月間)です。就職支援も行います。 

https://haat.or.jp/event/220519soudanshienin/
https://bit.ly/3JQzFiu
https://bit.ly/3KZljg9


訓練期間：令和 4 年 7 月 1 日（金）～ 10 月 31 日（月） ※実習は 10 月 3 日（月）から。 

訓練科目：①オフィスソフト IT マスター科 ②Web サイトデザイン科 ③経理実務総合科 ④不動

産ビジネス総合科 上記の中からいずれか 1 コースを選んでください。 

受講料：無料 ただし教科書代他本人負担あり、また職業訓練生総合保険加入料が必要です。 

受講申込：住所地を管轄するハローワークの窓口への提出になります。 

詳細：TOKYO はたらくネットのサイト 

https://onl.la/zSVKJFt 

 

▼地域レベルのコンソーシアムによる職業訓練（7 月生）の募集 

東京都を含む関係機関による地域コンソーシアムにおいて協議のうえ、地域の企業・事業主団体が求め

る知識・能力等の習得を目指した職業訓練です。 

応募資格：受講開始日において離職者であることなど要件があります。 

申込期間：令和 4 年 4 月 26 日(火)～5 月 13 日（金）まで 

選考方法：各訓練実施施設での面接・書類審査があります。 

訓練内容：座学(６か月間)の事務(総務)系テレワークコースです。就職支援もあります。 

訓練期間：令和 4 年 7 月 1 日（金）～ 12 月 28 日（水） 

訓練科目：テレワーク活用総務実践科 

受講料：無料 ただし教科書代他本人負担あり。 

受講申込：住所地を管轄するハローワークの窓口への提出になります。 

詳細：TOKYO はたらくネットのサイト 

https://onl.la/rEvL4aD 

 

 

◇3. 注目求人ピックアップ 

◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇お仕事情報 はあと多摩◇ 

▼2022147.株式会社オールフォーエスピー 

雇用形態：正社員 

勤務場所：千代田区神田和泉町 JR 秋葉原駅 徒歩 3 分 

仕事内容：一般事務※一般職 

・請求書発行、伝票起票 

・来客・電話応対 

・タイムカード集計、勤怠システムオペレーション 

・その他雑務・ファイリング、事務所内整理、庶務全般 

年齢：34 歳くらいまで（長期勤続によるキャリア形成を目的とするため） 

休日：土日祝 

https://onl.la/zSVKJFt
https://onl.la/rEvL4aD


学歴：大卒以上 ＊事務経験 2 年以上 

給与：年俸制（2,826,000 円～4,222,800 円） 

＊時間外労働ほぼなし、年間休日 124 日 

＊雇用形態はご相談できます（パート勤務も可） 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2024/202204261408525244.pdf 

 

▼2022146.株式会社オールフォーエスピー 

雇用形態：正社員 

勤務場所：千代田区神田和泉町 JR 秋葉原駅 徒歩 3 分 

仕事内容：Web デザイナー／ホームページ制作者※一般職 

・ホームページ制作、企画・提案、ロゴデザイン、 

・ユーザーインターフェイスデザイン他新規ホームページ制作・月次メンテナンス 

・当社開発中の WEB システム画面のユーザーインターフェイスデザイン 

年齢：不問 

休日：土日祝 

学歴：専門卒以上 ＊事務経験 2 年以上 

PC スキル：Dreamweaver, Photoshop, Illustrator 上級レベル 

給与：年俸制（3,108,600 円～4,222,800 円） 

＊時間外労働ほぼなし、年間休日 124 日 

求人詳細： 

http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2023/20220426140746376.pdf 

 

▼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。（求人番号：2121132） 

http://www.tobokyou.net/files/lib/28/2007/202203191141508889.pdf 

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/28/2008/202203191423163604.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 

＊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://www.tobokyou.net/publics/index/322/ 

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◇ 

▼内閣法制局 

雇用形態：非常勤職員 

勤務場所：東京都千代田区霞が関 3-1-1 

仕事内容：庶務事務（来客・電話対応、パソコンによるデータの入力・集計及び文書の作成、書類の

分類・配布・整理等の一般事務） 

勤務時間：原則 8 時 30 分～17 時 15 分（休憩時間 12 時 00 分～13 時 00 分） 

休日：土・日・祝日・年末年始の休日（12/29～1/3） 

日給：8,350 円～10,260 円（学歴・経験を考慮の上、決定）賞与・通勤手当等の制度あり 

年齢・学歴：不問 

必要な経験：パソコンの操作（Word、Excel 等）ができる方 

求人詳細：https://www.clb.go.jp/about/recruitment/term-contract/ 

※応募には紹介状が必要です。はあと飯田橋 または はあと多摩にご連絡ください。 

 

▼HI2022004－012 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 1-8-12 TI ビル６F 

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。 

学歴：高卒以上 

年齢：不問 

必要な資格：普通自動車免許（AT 限定可） 

求人詳細：https://onl.la/XktaG1H 

 

▼HI2022010 株式会社東京海上日動キャリアサービス 

雇用形態：派遣社員 

勤務場所：杉並区上荻 1-2-1 Ｄａｉｗａ荻窪タワー5F 

https://www.clb.go.jp/about/recruitment/term-contract/
https://onl.la/XktaG1H


仕事内容：生保保険金支払いに関する事務部門 

◆請求書類点検業務、請求書類入力業務、これらに関連する業務 ◆支払先口座・氏名・住所等の

確認業務 ◆データインプット業務（保険金請求の受付入力） ◆病名コード変換業務（簡単なＰ

Ｃデータ変換業務です） 

※大手・安心企業の求人多数。キャリアを活かせるお仕事から、未経験からチャレンジできるお仕事まで

幅広くお仕事をご用意しています。 

※教育研修やキャリアコンサルティングなど、サポートも充実。 

※2022 年 オリコン顧客満足度®調査 「人材派遣会社」において、４年連続 総合第１位。 

年齢・学歴・必要な資格：不問 

＊通勤手当：全額支給 

求人詳細：https://onl.sc/vBgvWZn 

 

▼HI2022007 かふう保育園日本橋 

雇用形態：パート 

勤務場所：東京都中央区日本橋富沢町 10-18 日本橋富沢町スクエア 2F 

仕事内容：主に 0 歳児 1 歳児のクラスでの保育補助業務です。ご経験や資格がある方を募集中 

※未経験の方でも、子育てのご経験があったり、子どもが大好きでぜひ保育のお仕事をやってみたい！と

いう方は大歓迎です。 

※かふう保育園日本橋の母体である幸福義会（こうふくよしかい）は沖縄にあります。沖縄ならではの

特徴として、月に１度の給食には沖縄メニューが出てきます！また発表会では年長さんがエイサーを舞い

ます。「かふう」とは漢字で書くと「果報」で、幸せを意味します。 

※園に関わる全ての人が幸せな気持ちになる！そんな職場でご一緒に働いてみませんか？ 

学歴：高等学校卒 

年齢・必要な資格：不問 

求人詳細：https://onl.la/3cDz1Qa 

 

▼HI2022006 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。 

年齢・学歴・必要な資格：不問 



＊通勤手当：月額 50,000 円まで 

求人詳細：https://onl.sc/F3m2eZN 

 

▼HI2022003 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３F 

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。 

年齢・学歴・必要な資格：不問 

＊通勤手当：月額 50,000 円まで 

求人詳細： https://onl.sc/d61c5qD 

 

▼HI2022002 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 

年齢・学歴・必要な資格：不問 

週 3～5 日勤務できる方お待ちしています！！  

求人詳細：https://onl.la/aryJrZB 

 

▼HI2022001 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 

年齢・学歴・必要な資格：不問 

週 3～5 日勤務できる方お待ちしています！！ 

求人詳細：https://onl.la/YGLWH4A 

 

▼HI2021016 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。 

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。 

求人詳細：https://onl.sc/XjFbsja 

 

▼HI2021015 社会福祉法人厚生会（特別養護老人ホーム）  

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。 

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。 

＊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 

※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！ 

求人詳細：https://onl.la/1jLwLH5 

 

▼HI2021013 社会福祉法人厚生会（デイサービスセンター） 



雇用形態：パート 

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。週５日、

8:30～15:30 勤務です。交通費は全額支給します。 

休日：勤務割表によります。 

◆6 ヶ月勤務者には賞与支給(要件有)。給食有(1 食 300 円)。 

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 

求人詳細：https://onl.la/NMDnD1s 

 

▼HI2021012 社会福祉法人厚生会（特別養護老人ホーム） 

雇用形態：パート 

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。勤務は週3～５日で、9:30～18:30(休

憩 60 分)です。交通費は全額支給します。 

休日：勤務割表による。 

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）◆年次有給休暇◆給食有（1 食 300 円） 

求人詳細：https://onl.la/V4HCK4B 

 

▼HI2021011 社会福祉法人厚生会（デイサービスセンター）    

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 

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。 

＊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 

※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！ 

求人詳細：https://onl.la/bXe1anz 

https://onl.la/bXe1anz


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

★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.or.jp/newsletter/ 

※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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