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★ はあと運営サイト https://haat.or.jp/★
コロナの感染が再拡大してきましたね。お子さんが夏休みに入るタイミングでもあり、在宅での過ごし方も
考えなければなりませんね。
東京都教育委員会のサイトには、TokyoGlobalStudio（トウキョウグローバルスタジオ）という英語を
使う楽しさや有用性を体感できる英語動画教材があります。親子で楽しめそうですよ。
https://www.tgs.metro.tokyo.lg.jp/
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
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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【はあと多摩のイベントご案内】
▼第４回ひとり親グループ相談会＠はあと多摩
『色の効果を生活に生かす！』可能性を自信につなげるカラーセラピー
何気なく選んだ色には、あなたの心が映し出されています。色を選ぶことから親子の会話のきっかけも生ま
れます。色彩心理を取り入れた名刺サイズのカラーカードを使って、楽しくコミュニケーションしたり、素直に
自分と向き合い、心を整理することで前向きになれる「カラーセラピー」を体験してみませんか？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。
講師:遠藤ひろこ(キャリアコンサルタント・産業カウンセラー・アドバンスカラーセラピストティーチャー)
日時:9/3(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 8/30(火)もしくは定員になり次第
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名)＊託児申込締切は 8/25（木）

https://haat.or.jp/event/2022-0903group/
▼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。
口元を意識したお顔体操、目元のツボ押し、呼吸法…簡単で生活に取り入れやすい美容法を体験しま
せんか？ご自分のチャームポイントに気づくワークも行います。
こころもお顔も「はれやかさん」になって気持ちの良い毎日を送りましょう。
男性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 3 回ライフプランセミナー＠はあと多摩
『プロに学ぼう！知っておきたい年金のはなし』
お誕生日前後に届いている『ねんきん定期便』をご存じですか。また、その見方って・・わかりますか。このセ
ミナーでは将来の年金支給額、離婚の際の年金分割、年金免除制度、万が一のための障害年金の基
礎知識などについてお話いただきます。正しい知識を身につけ備えることで、漠然とした老後の不安を解
消しましょう。いまさら聞けない年金のはなし、この機会にぜひご参加ください。
※ねんきん定期便をお持ちの方はご持参ください。
講師:日本年金機構 立川年金事務所職員
日時:9/10(土)14：00～15：30
場所: はあと多摩 多目的室
※オンライン開催へ切り替える可能性もあります
対象：東京都在住のひとり親の方、プレひとり親の方
定員:20 名(締切：9/2 もしくは定員になり次第)
託児:あり(生後 6 か月～未就学児 先着 10 名)＊託児申込締切は 8/31（水）
https://haat.or.jp/event/20220910lifeplan/
▼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パソコンの基礎を学ぶ講習会を開催します。

同じ立場の人と情報交換しながら、仕事で使えるスキルを身につけましょう！
就業に役立つ各種情報もご案内します。就業支援相談員が受付を担当していますので、お仕事のこと
でご相談があればお声掛けください。
日程：第 3 回（初級）10 月 6 日（木）、13 日（木）、20 日（木）
第 4 回（応用）11 月 10 日（木）、17 日（木）、24 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東京都ひとり親家庭支援センターの登録者、および求職活動
中の方を優先いたします。抽選になる場合もあります。）
託児：ご希望の方はお電話ください（TEL：042-506-1182）
https://haat.or.jp/event/20221006pckousyuukai/
【はあと・はあと飯田橋のイベントご案内】
▼はあと飯田橋主催 第 3 回ライフプランセミナー
仕事について知ろう！学ぼう！「気なる福祉のお仕事」
女性の就業希望も多い福祉職ですが、「わたしにできるのかしら？」といった不安の声も聞こえてきます。
本セミナーでは、どんな仕事があるの？どんな働き方があるの？資格や経験は？といった疑問にお答えし
ながら、福祉の仕事への理解を深めていただきます。また、職場別（高齢分野、児童分野、障害分野、
生活困窮者支援など）の仕事の種類や必要な資格も教えていただきます。
福祉人材センターさんとの座談会も予定していますので、不安なこともみんなで話してみましょう。
シングルパパもどうぞ。
講師：原 智代さん 東京都福祉人材センター
日時：2022 年 8 月 6 日(土)

13：30～16：00

参加方法：会場受講
会場：四ツ谷主婦会館 3F コスモス 千代田区六番町 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) ＊託児申込締切は 7/26(火)
定員：20 名
申込先：https://haat.or.jp/event/220806lifeplan/
締切：8 月 1 日(月)
▼はあと飯田橋主催 第 5 回就業支援講習会
「エンパワーメントを高める」～ユッキー先生と一緒に自身の力を引き出そう～
一人ひとりのなかに「力」は秘められていますが、その力に気がついていない、ということもあります。

数々のシングルマザーを笑顔にし、心が元気になる研修を多数おこなっておられるユッキー先生と一緒に、
自身の「力」を引き出してみませんか。過去に受講いただいたみなさんからは、「元気になった」、「モチベー
ションがアップした」、「自己尊重感が高まった」そして「仕事力アップにもつながった」といった感想を多くいた
だいています。ぜひ体験してください！
講師：阿部 侑生さん コーチング研修会社ドリームフィールド代表 キャリアコンサルタント
日時：2022 年 8 月 20 日(土)

9：30～12：00

参加方法：オンライン(zoom)
定員：30 名
申込先：https://haat.or.jp/event/220820shugyoshien/
締切：8 月 11 日(木)

◇2. 東京都からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼「すてきみらい塾」シーズン２ 参加者 60 名募集！ 【9/5 まで】
東京都ひとり親家庭就業推進事業のシーズン 2 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。
・パソコンができないと仕事がないらしいけど、この年齢で習えるのかしら？
・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。
・平日クラス 9/29(木)、10/11(火)、11/1(火)、11/10(木)（PC 未経験・希望者のみ）、
11/17(木)（PC 未経験・希望者のみ）
日曜日クラス 10/2、10/16、10/30、11/13（PC 未経験・希望者のみ）、11/20（PC 未経験・
希望者のみ）
スキルアップ訓練は以下から選択し、11 月～1 月受講いただきます。
① コールセンター ② IT 人材 ③ テレフォンアポインター ④ 家事代行
概要はこちら https://single-mama.com/sutekimirai/
〈講座説明会〉

① 7/27( 水 )12:15 ～ オ ン ラ イ ン 、 ② 8/24( 水 )12:15 ～ オ ン ラ イ ン 、 ③

8/27(土)10:00～オンライン、④ 8/31(水)12:15～オンライン、⑤9/4(日)10:00～会場
〈説明会申込〉
https://40bf252e.form.kintoneapp.com/public/6cb8af48f29d571a385a299258f3c
9ba893d27b6c35e35c329809787f33ef0bf
〈受講申込み〉
https://40bf252e.form.kintoneapp.com/public/70003c83fb043a2d98d24b6cee254
b020ca780887c559fe567234b47132e46c7

お申込み締切：9 月 5 日(月)
お申込み・問合せ：03－3239－6582 10:30～17:30
メールお問い合わせ：sutekimirai@single-mama.com

◇3. （一財）東京都ひとり親家庭福祉協議会からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼2022 年度 公益財団法人那須記念財団 奨学金のご案内
対

象：指定地域の大学等に来春進学予定で、
児童養護施設等、里親家庭、ひとり親及び両親のいない家庭に暮らす高校 3 年生等

募集期間：2022 年 8 月 1 日～8 月 31 日
助成金額：年額 90 万円（返済義務なし）
助成期間：大学等入学時から正規の最短修業年限まで
詳

細：https://www.nasu.or.jp/

▼全国のユースホステルでアルバイト募集中です。
当協議会が絆キャンプやお泊り会などで利用させていただいているユースホステル様で夏休み期間など、
長期のお休みにアルバイトをしていただける方を募集しています。
ひとり親家庭のお子さまでご興味のある方はいらっしゃいませんでしょうか。
地方のユースホステルでは住み込みでのアルバイトになります。
ふだんとは違う環境に身をおき、大自然を満喫する絶好の機会です。
ユースホステルでのひと夏の経験は、きっとお子さまの成長によい影響があることと思います。
高校生以上のお子さまがいらっしゃる方はぜひお子さまとご検討ください！
詳細：https://www.tobokyou.net/publics/index/341/&anchor_link=page341#

◇4. 注目求人ピックアップ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇お仕事情報 はあと多摩◇
▼2022171. 日本国民食株式会社
雇用形態：正社員
勤務場所：多摩市永山、多摩市南野、多摩市聖ヶ丘、あきる野市
仕事内容：調理師・栄養士として給食センター又は小学校・中学校調理室での調理、各種データ入
力
＜代表的な一日の流れ＞
朝礼:連絡事項を含む朝礼、午前:調理と一部片づけ、昼休み:その日に調理した給食を

提供、 午後:食器の洗浄作業・残飯廃棄、帰宅:業務が終わり定時で帰宅
年

齢：50 歳まで（長期的なキャリア形成を目的とする為）

時

間：7 時 30 分～16 時 30 分

休

日：週休 2 日制（土日祝・夏季休暇・年末年始）

＊パートのご相談可能です。
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2072/202207081002046115.pdf
▼2022172. 株式会社第二さいとうガーデン
雇用形態：正社員
勤務場所：東京競馬場
仕事内容：軽作業
・馬場の手入れ・競馬場内の花壇管理・開催作業（開催時）
・花壇手入れ ・花木選定 ・植替え ・芝の手入れ
休

日：会社カレンダーによる（競馬開催日による）

時

間：8 時 30 分～17 時 00 分

求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2073/202207081020494641.pdf
▼2022175.株式会社ロビー
雇用形態：契約社員
勤務場所：東京都新宿区（ご依頼者宅直行直帰もあり）
仕事内容：家事代行サービススタッフ
休

日：週休二日（シフト制）

時

間：勤務時間帯は応相談（実働 6 時間）

＊試用期間 3 カ月（月給 20 万円～25 万円）
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2068/202206280932443410.pdf
▼2022174.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/29/2067/202206241411351887.pdf
▼2022173．株式会社エスケアメイト
雇用形態：正社員
勤務場所：板橋、墨田、練馬、東久留米、小平
仕事内容：介護サービス事業所における介護業務全般
・入浴介助、排泄解除、食事介助 等
・利用者の送迎、レクレーションの企画・実施
・入所・退所の対応
年

齢：18～65 歳まで

資

格：初任者研修（ヘルパー２級）以上、（尚可）普通自動車免許（AT 限定可）

休

日：月 8～9 日間（シフトによる）

時

間：①7：00～16：00、②9：00～18：00、③11：00～20：00、④16：30～9：30
交代制

＊上記職種以外にデイサービス介護職員、ショートステイ介護職員、看護職、ケアマネジャー等（すべ
て正社員とパートの両方にて）募集あり
求人詳細：
http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2066/202206241330106137.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◇
▼HI202207-056 公益財団法人 東京しごと財団
雇用形態：非常勤職員 35（しごとセンター専門相談）
勤務場所：東京都千代田区飯田橋３－１０－３
仕事内容：東京しごとセンターの総合相談窓口において、職業適性検査等のツールを用いた就業相談
業務担当。１.利用者への次の職業適性検査等の実施及び評価 (1)ＧＡＴＢ（職業適性検査）
(2)ＶＰＩ（職業興味検査） (3)ＤＰＩ（職場適応性テスト）２.利用者への就業相談業務 ３.
その他、上記業務に付随する業務（災害が発生した場合の災害対応（補助業務）を含む）
年齢・学歴：不問
資格：キャリアコンサルティング関連資格「キャリアカウンセラー・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー」
（必須）。臨床心理士、心理相談員等の資格（あれば尚可）。
必要な経験：Excel・Word 等基本操作を使用した事務作業（必須）。就職支援、ＧＡＴＢ、Ｖ
ＰＩ、ＤＰＩを用いた評価・アドバイス経験（あれば尚可）
通勤手当：上限 55,000 円（原則半年単位で支給）
※応募書類は 7/21（木）17 時必着、持参可。
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202207056.pdf
▼HI202207-055 公益財団法人 東京しごと財団
雇用形態：非常勤職員 34（仕事センター多摩窓口業務及び事務補助）
勤務場所：東京都国分寺市南町 3-22-10 ※令和 4 年 10 月 1 日に国分寺から立川に移転予
定
仕事内容：１.就職支援業務（窓口対応、利用者等からの問い合わせ対応、説明会等での説明対
応）２.就職支援業務に係る事務 ３.その他、上記業務に付随する業務（災害が発生した場合の
災害対応（補助業務）を含む）

年齢・学歴：不問
資格：キャリアコンサルティング関連資格「キャリアカウンセラー・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー」
（必須）
必要な経験：ワード・エクセル等基本操作を使用した事務作業（必須）。就職支援に関する業務経
験（あれば尚可）。
通勤手当：上限 55,000 円（原則半年単位で支給）
※応募書類は 7/21（木）17 時必着、持参可。
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202207055.pdf
▼HI202207-054 株式会社 CaSy
雇用形態：パート
勤務場所：一都三県 ※23 区を中心に相談の上、担当エリアをご案内します。
仕事内容：家事代行スタッフ
※お客様のお宅に訪問し、お掃除やお料理を行うことで、お客様の「時間」を創って差し上げるお仕事で
す。
※未経験 OK！充実のサポート体制あり
資格不要。20 代～70 代まで活躍中！新人サポート制度、勉強会、先輩に相談できる専用 SNS が
ございます。
年齢・学歴・資格：不問
※通勤手当：全額支給
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202207054.pdf
▼HI202206-052 株式会社ワンブロック
雇用形態：パート
勤務場所：東京都葛飾区白鳥 3-10-7
仕事内容：障がい者グループホームで入居者のケア、送り出し、必要に応じて掃除、買物（同行）が
ある場合もあります。お話相手、相談対応、簡単な金銭管理、手伝い。その他、生活のサポート・支援
がお仕事になります。
年齢・学歴・資格：不問
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202206052.pdf

▼HI202207-051 かふう保育園日本橋
雇用形態：パート
勤務場所：中央区
仕事内容：保育補助業務
※かふう保育園日本橋における、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
ある方を募集しておりますが、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。
年齢：不問
学歴：高等学校卒業以上
資格：保育士・幼稚園教諭 あれば尚可
経験：不問
※通勤手当：月額 25,000 円まで
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/04/HI202207051.pdf
▼HI202207-050 日本レコードマネジメント株式会社
雇用形態：契約社員
勤務場所：二子玉川、詳細は応募時に、はあと飯田橋にお問い合わせください。
仕事内容：EC 事業会社で、アシスタント業務、イーコマース事業における利用規約のデータベース管理
等事務手続き、出店店舗からの問合せ対応、Web サイトへのアップロード作業等。
年齢・学歴：不問
※チームワーク力、運営ルールの読解力、サービスの理解力、コミュニケーション能力が必要。メールでのカ
スタマーサービス経験、ExcelVBA の知識があれば尚可。
パソコンスキル：Excel・Word 他中級レベル
※通勤手当：全額支給
※無料で利用できる社員食堂あり
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202207050.pdf
▼HI202206-044 明日葉保育園青井園
雇用形態：正社員
勤務場所：足立区
仕事内容：厨房業務全般、毎日の給食提供や食育活動

※即日勤務できる方を募集します。明日葉の花言葉は、「旺盛な活動力」。私たちは、子どもが毎日を
豊かにすごせる保育を通じて、明日をたくましく生きる力を育みたいと考えます。
※就業場所は多数あります。ご自宅近くをご希望の場合、ご相談ください。
年齢：64 歳まで（定年年齢が 65 歳のため）
学歴：不問
資格：栄養士
経験：不問
※通勤手当：月額 30,000 円まで
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202206044.pdf
HI202206-043 明日葉保育園青井園
雇用形態：正社員
勤務場所：足立区
仕事内容：保育補助と看護業務全般
※2022 年 8 月より勤務できる看護師を募集します。明日葉の花言葉は、「旺盛な活動力」。私たち
は、子供が毎日を豊かに過ごせる保育を通じて、明日をたくましく生きる力を育みたいと考えます。
※就業場所は多数あります。ご自宅近くをご希望の場合、ご相談ください。
年齢：64 歳まで（定年年齢が 65 歳のため）
学歴：不問
資格：看護師（正看護師）
経験：不問
※通勤手当：月額 30,000 円まで
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202206043.pdf
▼HI202206-042 明日葉保育園池袋圓
雇用形態：正社員
勤務場所：豊島区
仕事内容：保育補助全般
※2022 年 4 月開園の保育園、即日勤務開始可能な方を募集しています。明日葉の花言葉は、「旺
盛な活動力」。私たちは、子どもが毎日を豊かにすごせる保育を通じて、明日をたくましく生きる力を育み
たいと考えます。
※就業場所は多数あります。ご自宅近くをご希望の場合、ご相談ください。

年齢：64 歳まで（定年年齢が 65 歳のため）
学歴：不問
資格：保育士
経験：不問
※通勤手当：月額 30,000 円まで
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202206042.pdf
▼HI202206-041 株式会社ワンブロック
雇用形態：正社員
勤務場所：東京都葛飾区白鳥 3-10-7
仕事内容：障がい者グループホームで入居者のケア、送り出し、必要に応じて掃除、買物（同行）が
ある場合もあります。お話相手、相談対応、簡単な金銭管理、手伝い。その他、生活のサポート・支援
がお仕事になります。
年齢・学歴・資格：不問
パソコンスキル：Word・Excel 基本
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202206041.pdf
▼HI202206-040 株式会社コア・プランニング
雇用形態：正社員
勤務場所：台東区
仕事内容：求人広告の営業
※企業（法人・個人）やお店（カフェ、レストラン等）を訪問して「インディード」
「タウンワーク」「フロムエーナビ」「とらばーゆ」「はたらいく」等のリクルートの求人広告をお勧めします。
※電話でのアポ取り→お客様を訪問→採用に向けた提案→受注→広告内容の取材・撮影等→原稿
を制作へ依頼→出来上がった原稿のチェック、修正→お客様から OK→入稿→原稿掲載。
※営業担当は全員お母さん！子育てしながら働く大変さを理解し合い、協力しながらお仕事をしていま
す。自分の頑張りで、インセンティブが付き、収入がアップします。
※35 歳まで（長期雇用によるキャリア形成を図るため）
学歴・資格・経験：不問
パソコンスキル：Excel・Word 基本、メールの作成・送信
※通勤手当：全額支給
求人詳細：

https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/06/HI202206040.pdf
▼HI202206-035 日本レコードマネジメント株式会社
雇用形態：正社員以外
勤務場所：港区台場、詳細は応募時にはあと飯田橋にお問い合わせください。
仕事内容：文書管理ヘルプデスク
※専用システムへの文書登録、データ更新、スキャニング、ユーザー対応、操作説明等。
年齢・学歴・実務経験：不問
パソコンスキル：Excel・Word 基本
※通勤手当：全額支給
※年次有給休暇:入社月から毎月 1 日ずつ付与
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/06/HI202206035.pdf
▼HI202206-028 Gpica ホールディング株式会社
雇用形態：正社員
勤務場所：東京都中野区新井 1-9-4 S-FIT 中野ビル 3 階
仕事内容：＜中野エリアに特化した営業活動＞
■賃貸：賃貸で住まいをお探しのお客様へのご対応、主に反響営業です。
■売買：土地・家屋を売却／購入されたいお客様の開拓営業です。
・チームの営業活動…「どうしたらお客様のためになるのか」を常に考え活動します。
・スキルアップのためのフォロー体制…先輩と一緒に働いて学べます。研修も充実しており営業として・個
人としてのスキルアップを目指せます。賃貸仲介・売買・管理など、知識面での不安は先輩社員がカバー
します。学びながら一緒に成長していきましょう。
※託児施設はありませんが、ホールディングにキッズスペースあり。
8：00～18：00 までの間で計 8 時間。 始業・終業時間は応相談。
学歴・資格：不問
年齢：59 歳まで(定年年齢が 60 歳のため、再雇用制度あり）
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/06/HI202206-028.pdf

▼HI202206-027 大同生命保険株式会社 東京支社
雇用形態：正社員
勤務場所：中央区日本橋小網町 17-10 日本橋小網町スクエアビル ９階

仕事内容：中小企業の経営者や役員、社員の福利厚生に資する保険の営業活動です。会社の事
情に合わせたプランを経営者に提案する営業で、一般家庭に対する勧誘はありません。
※最初は担当エリアの法人会会員企業へ訪問して冊子を渡す等、まずは顔を覚えていただくところからス
タート。 訪問を重ね、信頼関係を構築してゆく営業スタイルです。対応に困ったら、経験豊富な社員が
親身になって相談に乗りますので安心です。
※普段のご近所付き合いや、世間話等の何気ないコミュニケーション力が非常に役立つお仕事です。ま
ずは気軽に会社説明会（随時開催）に参加してみませんか。
※採用前に選考を兼ねた研修があります。研修期間１ヶ月、研修時間１０時～１５時 （休憩６
０分、研修受講手当４，５００円支給、交通費実費支給）
※研修後試験合格により正式入社（試用期間２ヶ月あり）。入社後、６か月間トレーニングセンター
で専属トレーナーが集中的に初期研修を実施いたしますので、 営業が初めての方も安心です。
※教育プログラムが充実。名刺交換の仕方等、ビジネスマナーから教育しますので、営業経験を問いま
せん。
※有給休暇：採用時に付与し、その後毎年６月１日に２０日付与（法定以上）
経験・資格：不問 航空業界（ＣＡ・グランドスタッフ）、旅館・ホテル業界・ウエディング業界、添乗員
経験者優遇します。
学歴：高等学校卒業以上
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/06/HI202206027.pdf
-----------------------------------------------------★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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

