メールマガジン 2022 年 8 月 16 日配信号
★ はあと運営サイト https://haat.or.jp/★
お子さんの夏休みなどでご相談の電話をかけられる時間が少なくなり、お困りの方もいらっしゃるかもしれま
せん。
はあとでは来所や電話でのご相談とともに、LINE によるメッセージでのご相談も行っています！
詳細はこちらからご確認ください。 受付時間：水曜日/土曜日 14 時～21 時 30 分
https://www.single-mama.com/haat-line/
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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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◇ 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】
▼第 5 回ひとり親グループ相談会＠はあと多摩
『親と子のコミュニケーション』～子どもの本音を見のがさないために～
子どもの頑張る気持ちをサポートするには「聞く」ことが大切です。また子どもを理解しようとする力だけでな
く、親が子への気持ちを伝えていく力も大切です。親の不安や心配を解消するために先回りをしてしまうと、
結果として「今、ここ」の子どもに寄り添えなくなってしまう、という傾向を知っておきましょう。この講座では、
親と子どもが身近な関係だからこそ親が「待てない」ことが多いコミュニケーションについて考えていきます。
子どもの本音を見のがさないための気づきと、肩の力を抜いた気楽さを手に入れましょう。 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：宇佐美美巳子（親業インストラクター）
日時：10/1（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 9/27(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 9/21(水)
https://haat.or.jp/event/221001group/
▼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。）
締切：第 3 回（初級）9 月 21 日
第 4 回（応用）10 月 19 日
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 6 回就業支援講習会
ひとり親のための就活セミナー
～就職活動の流れを知る、仕事と家庭の両立に向けた就職活動のポイント～
就職活動の流れを教えていただきながら、自己分析を通して価値観を大事にした働き方を考えます。ま
た応募書類の作成、好印象を与える面接マナーなど、実践ポイントも教えていただきます。
初めての就活の方、久しぶりの就活の方、就活中だけど不安という方も、ぜひご参加ください。
〈プログラム内容〉
自己分析、仕事と家庭の両立、応募書類作成のポイント、面接のポイント、マイナス感情との付き合い
方のコツ など
講師：三井 あゆみさん キャリアコンサルタント、アンガーマネジメントコンサルタント®
日時：2022 年 9 月 11 日（日) 13：15～16：45
参加方法：会場またはオンライン(zoom)
定員：会場 20 名、オンライン 20 名
会場：四ツ谷主婦会館プラザエフ 3F ソレイユ 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 8/31（水）
申込先：https://haat.or.jp/event/220911shugyoshien/
締切：9 月 1 日（木)
▼はあと飯田橋主催 第 4 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 IT のお仕事」
これからの社会で求められる IT スキル。それに関わる仕事は求人も多く、子育てと両立できる在宅ワーク
や短時間勤務もありますが、業種や職種は多岐にわたり、わからないことも多くある業界といえるかもしれ
ません。
IT 業界をもっと身近にイメージいただけるよう、日本初 Web 専門スクールで、多くの IT 人材を輩出して
きたインターネット・アカデミーさんから講師をお招きし、IT の職業紹介や必要なスキル、将来性などをお話
いただきます。
講師：里吉 彩香さん インターネット・アカデミー株式会社
日時：2022 年 10 月 22 日(土) 9：30～11：30
参加方法：オンライン
定員：40 名
申込先：https://haat.or.jp/event/221022lifeplan/
締切：10 月 13 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 在宅ワーク ④ 家事代行
概要はこちら https://single-mama.com/sutekimirai/
〈講座説明会〉8/24(水)12:15～オンライン、8/27(土)10:00～オンライン、8/31(水)12:15～オ
ンライン、9/4(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
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼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#
▼ひとり親家庭の親子でお泊り会
日時:9 月 10 日（土）1 泊 9:30 頃～翌日 13:00 頃まで
宿泊場所:東京セントラルユースホステル
対象:東京都在住のひとり親家庭の親子 10 組程度 お子様は小学生以上が対象となります。
参加費:大人 2000 円 子ども一人につき 1000 円
申込期限:8/22(月) 8:59
詳細はこちらから
http://www.tobokyou.net/publics/index/27/&anchor_link=page27_1987#page27
_1987
-----------------------------------------------------------------------当協議会では会員登録をいただいた方に随時当協議会主催イベントや企業様からのご招待イベントな
どのお知らせをメールにて配信しています。ぜひご登録ください。
会員登録はこちらから
https://www.tobokyou.net/publics/index/149/&anchor_link=page149#page149
※会員の方にお送りしたメールがエラーで戻ってくることが多くなっています。

メールアドレスなど、会員情報に変更があった場合は、その旨以下までご連絡ください。
また、会員限定のイベント申込みの際、「会員登録済み」とお答えいただいた方の中で、登録が見当たら
ない方が多くいらっしゃいます。
会員登録の有無がご不明な方はお調べしますので、お問い合わせください。
連絡先メールアドレス： tobokyou@tobokyou.net
♪SNS でもぜひ繋がってください♪
Twitter:

https://twitter.com/hitorioya_tokyo

Instagram: https://www.instagram.com/hitorioyatokyo/

◇4. その他団体からのお知らせ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼認定 NPO 法人夢職人より 『利用家庭募集！子どもの「食」応援クーポン』のご案内
まちのお店のおいしい「食」を無料で提供します！家族分で利用可能！コロナ禍の子育て家庭を応援し
ます！
子どもの「食」応援クーポンの詳細・応募：
https://yumeshokunin.org/post_event/tfk/
※締切：8 月 19 日（金）13 時まで
認定 NPO 法人夢職人（東京都江東区）では、コロナ禍の子どもの食の支援を目的に、2020 年 12
月から子どもの「食」応援クーポンを無料で提供する取り組みを行っています。現在、新規利用家庭を募
集しております。該当するご家庭がいらっしゃいましたら、ぜひ、ご応募いただければ幸いです。
対象：一定条件を満たす 3 歳～高校生のお子様のいる子育て家庭（ひとり親家庭や低所得家庭な
ど）※条件については、募集ページをご確認ください。
内容：協力加盟店の対象メニューや商品で利用できるデジタルクーポン（ポイント形式）を無料で提
供します。デジタルクーポンは、QR コード決済の形式となっており、スマートフォンのアプリを通じて簡単に
利用できます。一ヶ月につき同居家族分（子ども全員＋保護者 2 名まで）×約 3 食分を 3 ヶ月間に
渡って提供します。
※クーポン発行は、行政や企業・団体、個人の寄付金・助成金等をもとに行っております。
使えるお店(協力加盟店)：現在、東京都内 4 区（江東区、墨田区、中央区、江戸川区）の 37
店舗（飲食店、弁当惣菜店、精米店、青果店等）でご利用を頂くことができます。順次拡大を予定し
ています。
決定までの流れ：子どもの「食」応援クーポンのウェブサイトからお申し込みください。応募締切後に一次
審査（申請内容の確認）と二次審査（公的証明書の確認）を行い、内定者を決定します。結果
は、利用の可否に関わらず応募者へメールまたは文書で通知します。
締 切：2022 年 8 月 19 日（金）13 時まで

◇5. 注目求人ピックアップ
◇◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◇お仕事情報 はあと多摩◇
▼2022188．南富士株式会社
雇用形態：正社員
勤務場所：南富士株式会社 横浜営業所
仕事内容：事務職
有名ハウスメーカー住宅の屋根、外壁、雨どいの新築工事の事務サポート
仕入れ・売上処理、書類整理、研修業務、電話対応、入力業務(専用ソフト）等
年

齢：35 歳まで（長期勤続によるキャリア形成を図るため）

給

与：180,030 円～269,520 円

資

格：不問

休

日：土日祝日

時

間：8 時 30 分～17 時 30 分

＊通勤交通費全額支給、土日完全週休二日制
＊建築業未経験でも基礎から丁寧に研修しますので安心してご応募ください。
求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/29/2087/202207291127348636.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
年

齢：不問

給

与：9,500 円～13,000 円/日（日給制）

資

格：不問

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
▼2022186.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）

給

与：年俸制（2,826,000 円～4,222,800 円）

資

格：不問

休

日：土日祝

時

間：9 時 15 分～18 時 00 分

学

歴：大卒以上 ＊事務経験 2 年以上

＊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/30/2082/202207260952316266.pdf
▼2022185.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

給

与：年俸制（3,108,600 円～4,222,800 円）

資

格：不問

休

日：土日祝

時

間：9 時 15 分～18 時 00 分

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
＊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/30/2081/202207260951148892.pdf
▲2022179. ネイルＲ調布店
雇用形態：パート
勤務場所：調布市布田
仕事内容：ネイリスト
ネイル施術
年

齢：不問

時

給：1,041 円～1,500 円

資

格：不問（ただし実務経験 1 年以上）

休

日：週休二日（シフトによる）

時

間：9 時 30 分～18 時 30 分

＊福利厚生充実（育休制度/社員割引制度/共済加入(TDL 割引等)/休憩室あり/制服エプロン貸
与）
＊各種手当あり（役職手当/資格手当/住宅手当/売上歩合給あり/残業手当）
＊サービス残業、居残り練習は一切なし
求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/30/2076/202207260942578057.pdf
▼2022182. 株式会社ベストライフ
雇用形態：正社員
勤務場所：全国約 190 施設の中から最寄りの施設
仕事内容：介護職
食事、入浴、排泄の介助、衣類の着脱、体位交換、移動の介助など生活全般にわたる介護サービス。
季節の行事、毎日のレクリエーションの企画・実施
居室清掃、洗濯
年

齢：18 歳～65 歳まで（夜間勤務有り、定年年齢未満の募集）

給

与：180,000 円～215,000 円

資

格：不問（初任者研修以上あれば尚可）

休

日：シフト制月 9 公休（2 月のみ 8 公休）夜勤あり

時

間：（1）9：00～18：00（2）7：30～16：30 （3）10：00～19：00

（4）16：30～翌 9：30（休憩 120 分）
＊夜勤手当 一回につき 5,500 円、 資格経験手当 上限 65,000 円
求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/30/2078/202207260946329066.pdf
▼2022180. 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
食事の用意（野菜を切るなど簡単な調理です）
居室以外の共有部分・お風呂の清掃
入居者の見守り ※身体介護は行いません
年

齢：18 歳～

時

給：1,070 円～1,310 円

資

格：不問

休

日：勤務時間、曜日は応相談（日勤のみも可能です）

時

間：（1）8：30～17：30 （2）9：30～16：30 （3）16：30～9：30

＊期間限定！～2023 年 3 月 31 日まで
求人詳細：http://www.tobokyou.net/files/lib/30/2077/202207260945151807.pdf
▼在宅業務（業務委託契約）のご案内▼
＊雇用契約ではなく個人事業主としてのお仕事です。確定申告等の各種手続きは各自で行っていただ
く必要があります。
事業所名：エヌ・ティ・ティ・コムチェオ株式会社
[業務内容]
・自宅でコールセンターとしてお客さまからのお問い合わせ電話対応
・マイクロソフト社が提供している Office 製品の使い方や、利用上のトラブル解決策などのご案内を中心
に電話でサポートする仕事です。
・お客さまの疑問やお困りごとに対し親身になってサポートできる方、大歓迎です。
・スケジュールは自分で設定・管理できます。
（スキル維持のため最低 50 時間以上の実務実施はお願いしています）
＊W ワークで収入を増やしたい方、家事育児の隙間時間で働きたい方にお勧めです。
[応募条件]
・16 歳以上の方（高校生不可、未成年者は親権者の同意書が必要です）
・オンライン研修に参加できる方(PC、インターネット回線、Web カメラ、Wi-Fi 環境等）
・事前選考テスト（タイピング、テクニカル知識）に合格した方
[その他詳細について] https://www.nttcheo.com/personal/contact-center/
-----------------------------------------------------◆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◇
▼HI202207-067 公益財団法人 東京しごと財団
雇用形態：非常勤職員
勤務場所：東京・飯田橋
仕事内容：東京しごとセンターの総合相談フロアにおける事業所相談業務。
年齢・学歴・資格：不問
通勤手当：上限 55,000 円
※応募書類を 8/24（水） 17 時必着で所在地宛に送付。（持参可）
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/08/HI202208-0671.pdf
▼HI202208-066 株式会社 CaSy
雇用形態：パート
勤務場所：23 区中心に、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、お掃除やお料理など家事をサポート。
週 3 日 8 時間または週 5 日 5 時間の勤務。ご希望を伺います。
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/wpcontent/uploads/2022/08/HI202208%EF%BC%8D066.pdf
▼HI202208-064 株式会社アクト
雇用形態：パート
勤務場所：東京・豊洲
仕事内容：屋外スペースの清掃。おしゃれな施設での勤務です。
8/31 までは土日祝、平日ともに 8:00～12:00 もしくは 13:00～19:00
9/1 以降の平日は 10:00～14:00 もしくは 15:00～18:00
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/2022/08/HI202208064.pdf

▼HI202208－063 株式会社エクシイ
雇用形態：正社員
勤務場所：東京・内神田
仕事内容：経理分野をメインとする一般事務。
年齢：30 歳まで（長期就労によるキャリア形成のため）
学歴：高等学校卒業以上
資格・実務経験：不問
パソコンスキル：Word・Excel 中級
通勤手当：全額支給
求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/08/HI202208063.pdf
▼HI202207-060 株式会社ユキリエ
雇用形態：正社員
勤務場所：東京都内及び近郊
仕事内容：IT 事務、営業事務、総務、庶務、人事、採用、経理等。
※プロジェクト先により業務内容は異なります。
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/HI202207060.pdf
▼HI202207-058 株式会社 KM ユナイテッド
雇用形態：正社員
勤務場所：東京・白金台
仕事内容：営業（派遣先への対応業務）
大手ゼネコンへの派遣者管理／外国人材の受け入れ・教育／契約書作成業務／派遣先のヘルプサ
ポート業務
※残業ほぼなし！完全週休二日制！時短勤務相談可能！
年齢：64 歳まで（定年年齢が 65 歳のため）
学齢：専修学校以上
資格：普通自動車運転免許
パソコンスキル：Word・Excel・PowerPoint 基本
通勤手当：全額支給

求人詳細：
https://single-mama.com/haat-job/wp-content/uploads/2022/07/HI202207058.pdf
▼HI202207-054 株式会社 CaSy
雇用形態：準社員
勤務場所：※23 区中心に、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、お掃除やお料理など家事をサポート。
※未経験 OK！サポート体制あり
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/2022/08/HI202207054.pdf
▼HI202206-053 明日葉保育園元住吉園
雇用形態：正社員
勤務場所：川崎市中原区
仕事内容：保育補助全般
※即日勤務可能な方を募集！保育業務全般。乳児担当、幼児担当、担任、保育補助など経験や
希望を考慮し配属。産休・育休制度整備、復帰率は 100％！
※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：保育経験があれば尚可
※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/HI202207053.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・葛飾区
仕事内容：障がい者グループホームでの入居者の生活のサポート・支援。

※簡単な金銭管理、買い物同行がある場合があります。
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
▼HI202207-050 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：東京・二子玉川
仕事内容：EC 事業会社でのアシスタント業務、イーコマース事業における受付業務
※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
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
▼HI202206-035 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：東京・台場
仕事内容：文書管理ヘルプデスク
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
-----------------------------------------------------★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。
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

