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新緑が鮮やかになってきましたね。
森林浴によるリラックス効果はご存じの方も多いと思いますが、最近の研究結果では免疫力も向上するそ
うです。
日々の家事、育児、仕事などからくるストレス状態の改善とともに免疫力をアップしに、近くの公園や山に
出かけてみるにはとてもいい季節ですね。
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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/
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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▼はあと飯田橋 「ホームページからの相談申込に不具合発生」のお詫び
はあとホームページのはあと飯田橋「来所・オンライン相談申込フォーム」で、4/27～5/2 不具合が発生
しました。この期間にはあと飯田橋「来所相談フォーム」より相談のお申込みをしてくださった皆様には返信
が届かず、大変ご心配とご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
現在、該当ページは復旧しましたので、4/27～5/2 にこのフォームよりお申込みいただいた方でご相談を
ご希望の方は、大変申し訳ありませんが再度下記より申し込みをお願いいたします。お手数をおかけしま
すが、どうぞよろしくお願いいたします。
https://4be358ae.form.kintoneapp.com/public/7c5eb3bef99d53f7819ce78710b29
cf61685cf4483364ce640b27a71c8666741

◇ 1.イベント・セミナーのご案内
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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）＊受付終了
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）
https://haat.or.jp/event/220602pc/
▼第 3 回ひとり親グループ相談会＠はあと多摩
こころもお顔もはれやかに『イキイキ★ウキウキ美容』
マスクをつける生活も 2 年となりました。マスクで隠れてはいるけれど、表情筋が前よりなんとなく衰えていた
り、肌トラブルでお悩みだったりしませんか？
表情やお肌の色つやがすてきなお顔と、すてきな心持ちはつながっています。
お肌やお顔の筋肉、そして呼吸も整えて、気持ちの良い毎日を送りませんか？
ひとり親同士、お互いの思いを共有する話し合いの時間もあります。
男性のご参加も、聞いているだけのご参加も大歓迎です。
講師:小田島のりこ(美容アドバイザー・産業カウンセラー)
日時:7/23(土)13:00～16:00 受付 12：45～
場所:セントラルプラザ 12 階 会議室ＡＢ室（飯田橋）
定員:20 名(定員になり次第募集締切) 申込締切 7/19(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 7/13（水）
https://haat.or.jp/event/220723group/
▼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(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
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/
▼はあと多摩主催 第 2 回ライフプランセミナー
お子さんの学びたい！を応援するために『進学のためのお金の基本講座』
このセミナーでは、高校・大学進学のために必要なお金について勉強します。
奨学金・貸付金・助成金など色々あるけれど、いったい何をどれだけ利用できるので
しょうか？
また授業料以外に入学金や制服代や教科書代など実際には最低限どのくらいのお金を用意しておく必
要があるのでしょう？
そんな疑問やお悩みの他、卒業後の無理のない返済計画についてもわかりやすくご説明いただきます。
お子さんの将来のために、教育費に関するお悩みや不安を解消する第一歩としてぜひご参加ください。
講師:日本学生支援機構スカラシップアドバイザー FP 長曽我部静枝
はあと多摩相談員
日時:7/9(土)13:30～15：30 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 6/27(月)
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名)＊託児申込締切は 6/27(月)
https://haat.or.jp/event/220709tama_life/
【はあと・はあと飯田橋のイベントご案内】
▼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。
問い合わせ先：はあと飯田橋 iidabashi@haat.or.jp TEL03-3263-3451
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 TEL03-3263-3451
申込先：https://haat.or.jp/event/220702pc/
締切：6 月 20 日(月)

▼はあと飯田橋主催 第 2 回ライフプランセミナー
「ライフプラン表を書いてみよう！」
あなたのお子さんの今の年齢、来年の年齢、再来年の年齢、ライフプラン表を記入していくと、いつお金が
かかるのか？ 教育費は？ 自分の老後は？ いつごろになればもう少し長く働ける？それがだんだん見え
てきます。
ライフプラン表を書いたことがないという方はもちろん、「ひとりで書いてみたけれどわからないところがあった」
「うまく書けなかった」という方も、今回は会場でファイナンシャルプランナーと一緒にライフプラン表を書いて
みましょう。
講師：山口 みのり さん ファイナンシャルプランナー AFP
日時：2022 年 6 月 19 日(日)

13：30～16：00

参加方法：会場受講
会場：四ツ谷主婦会館 ３F ソレイユ 千代田区区六番町１５ 四ツ谷駅麹町口 徒歩 1 分
託児：あり（生後 6 か月~未就学児） 先着 5 名 (申込締切:6/10 日(金))
定員：20 名
その他：ご希望の方には「教育費サポートブック」を差し上げます。
ご希望の方には、後日 「30 分のキャリア面談」をお受けいただけます。
詳細については、希望された方にご連絡いたします。
申込先：https://haat.or.jp/event/220619lifeplan/
締切：6 月 16 日(木)
▼離婚前後の親支援講座
1 日目は、離婚・親子・DV 等の家族問題を多く解決してこられた折井弁護士をお招きし、離婚前後
に必要な法律知識についてのお話をお伺いします。
2 日目は、臨床心理学、家族心理学を研究しておられる福丸先生をお招きし、子どもの視点から考える
親の離婚と、子どもとの温かいコミュニケーション方法を教えていただきます。
また、2 日目は はあとセンター長 赤石から、離婚後のひとり親と子どもの支援と題して、手続きやひとり
親を応援する制度(お金、ホームヘルプ、住宅、教育)等についてお話いたします。
1 日目のみ、2 日目のみ、両方受講の選択ができます。
1 日目
「離婚前後の法律知識」
講師：折井 純 弁護士 さかきばら法律事務所
日時：2022 年 6 月 12 日(日) 9:30～12:00
2 日目
「子どもの視点から考える親の離婚と子どもとのコミュニケーション」
講師：福丸 由佳 さん 白梅学園大学教授、臨床心理士、公認心理師
「離婚後のひとり親と子どもたちの支援」

講師：赤石 千衣子 ひとり親家庭支援センターはあと センター長
日時：2022 年 6 月 25 日(土) 9:15～12:00
参加方法：オンライン(zoom)
定員：15 名
申込先：https://haat.or.jp/event/220612oyashien/
締切：6 月 9 日(木)
▼第 3 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。）
「面会交流支援について」
面会交流は子供と離れて暮らしているお父さんやお母さんが、子供と定期的または継続的に会って話を
したり一緒に遊んだりして交流することです。
たとえ両親が離婚しても、子供は父母のどちらからも愛されていると実感できることによって、深い安心感と
自尊心を育むことができます。
セミナーでは、面会交流支援を行っておられる家庭問題情報センターの鈴木氏をお迎えし、親子の絆を
確かなものにし、子供の立場に立った面会交流支援の実際をお伺いします。
講師：鈴木 克明 氏 公益社団法人 家庭問題情報センター 主任研究員
日時：2022 年 6 月 9 日(木)

13：30～16：30

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：IKE･Biz としま産業振興プラザ

第３会議室 豊島区西池袋 2-37-4 池袋駅南口より約

7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
申込先：https://haat.or.jp/event/220609soudanshienin/
締切：6 月 1 日(水)
◇2. 東京都からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ひとり親向けオンライン訓練・就活支援事業 第 1 弾募集開始(第 2 弾は 7 月頃予定)
安定した仕事と収入を目指すひとり親を応援します！
ひとり親の方に対し、PC や通信機器を無償貸与し、e ラーニングによる資格取得やスキルの習得に向け
た訓練と職業紹介などの就職支援を一体的に行い、就職活動やキャリア形成を支援します。
訓練期間：2022 年 6 月 1 日(水)から約４ヶ月
訓練コース：6 つのコースから選択できます。①医療事務基礎科 ②PC・ビジネススキル科 ③経理事

務基礎科 ④IT プログラミング基礎科 ⑤ネットワークエンジニア基礎科 ⑥WEB デザイン基礎科
受講料：無料
お申込みから就職までの流れは HP でご確認ください。また、受講条件があります。こちらも HP でご確認
ください。
詳細：https://tokyo-job-elearning.com/
問い合わせ：ひとり親向けオンライン訓練・就活支援事業事務局
https://tokyo-job-elearning.com/contact/ TEL：0120-941-482

◇3. （一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼東京ムーヴイベント 夕涼み＆ホタル観賞会
広い公園で遊んでいるお子さんを見守りながら、ちょい飲み＆アウトドアピクニックを楽しみませんか。
その後、近くの公園でホタルを一緒に探しましょう。
日時：6/11(土) 16：45～21：00 頃
行先：福生市 多摩川中央公園＆ほたる公園
対象：東京ムーヴ会員と小学生以下のお子さん 10 組程度
集合場所：立川駅または現地集合
参加費：大人 1000 円(現地集合の場合は 700 円）子ども一人につき 500 円
締切：5/29(日） ※申し込み者多数の場合は抽選
お申込み・詳細はこちらから
https://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1970#page27
_1970
東京ムーヴ会員登録はこちらから
https://www.tobokyou.net/publics/index/149/&anchor_link=page149#page149

◇4. 注目求人ピックアップ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇お仕事情報 はあと多摩◇
▼2022139.ネイル R 調布店
雇用形態：パート・アルバイト
勤務場所：調布市布田
仕事内容：ネイルサロン業務全般
年齢・資格：不問
経験：実務経験 1 年以上

休日：シフト制（週休二日制）
給与：時間給 1041 円～1500 円(経験による)
その他：サービス残業、居残り練習一切なし
福利厚生充実、役職手当、住宅手当等各種手当あり
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2025/202204270941185368.pdf
▼2022141.都市型軽費老人ホームセントラル世田谷桜
雇用形態：パート・アルバイト
勤務場所：世田谷区桜
仕事内容：生活支援員
・入居者の食事の用意（野菜を切るなど簡単な調理）
・共有部分・お風呂の清掃、入居者の見守り
＊身体介護は行いません。
勤務日数・勤務時間：応相談
年齢：18 歳以上
学歴・資格・経験：不問
給与: 時給制 1070 円～1310 円
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2019/202204261052288428.pdf
▼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
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
＊雇用形態はご相談できます
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
▼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：宅地建物取引士あれば尚可。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
★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◇
▼HI202205-017 株式会社 KM ユナイテッド
雇用形態：正社員
勤務場所：東京都港区白金台 3－19－1 興和白金台ビル 7 階

仕事内容：建設アシスト（事務・CAD オペレーター）
ＣＡＤ経験・現場経験を活かすチャンスです！
『建設アシスト』のお仕事は、現場監督の書類業務を駅近サテライトオフィスからリモートで支える新しいお
仕事です。
主な内容は、見積・請求書作成・官公庁届出書類作成・施工計画書・要領書作成・工程表作成・議
事録作成・竣工書類作成・工事完了後書類作成・提出等（使用ソフト：ＡＵＴＯ ＣＡＤ、ＪＷ
ＣＡＤ）です。【サテライトオフィス勤務】 当社が用意するサテライトオフィスは、駅チカでセキュリティ体制
や WEB 会議が行える環境を整えた施設です。
生産性を考慮し、作業に集中できるサテライトオフィスでの勤務形態を実施します。週に 1~2 回程度現
場事務所での打ち合わせ業務以外は遠隔で業務を遂行します。デスクワークばかりではちょっと…という
方でも活躍できます！
扱う物件はスーパーゼネコンばかりですので、安定し長く働ける環境が整っています。ブランクがある方でも
ＯＫ！完全週休二日制・残業に左右されずプライベートの充実も可能！
まずはご連絡をお待ちしております。
※厚生労働省「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」最優秀賞受賞
詳細は、はあと飯田橋までお問い合わせください。
▼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１－２－１Ｄａｉｗａ荻窪タワー５Ｆ
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。通勤手当は全額支給します。
※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
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
▼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。
年齢・学歴・必要な資格：不問
求人詳細： https://onl.sc/d61c5qD
▼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
※未経験でご希望の方は、はあと飯田橋へご相談ください。ご連絡お待ちしております。
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）
※未経験でご希望の方は、はあと飯田橋へご相談ください。ご連絡お待ちしております。
求人詳細：https://onl.la/V4HCK4B
-----------------------------------------------------★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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

