無料法律相談
子どもの面会交流・養育費・慰謝料・親権など法律に関する問題や、生活上の諸問題の
解決に向け、女性の弁護士が助言を行います。
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相談時間：午後１時〜3時 一人30分
申込方法：前日までにお電話（TEL075-708-7750) でお申込ください 先着順

mama café ひとり親の交流場所
日程

テーマ／対象

4月13日

新社会保険制度

5月11日

乳幼児の親子対象

6月15日

パートと正社員

7月13日

乳幼児の親子対象

9月14日

乳幼児の親子対象

10月12日

〇〇の秋！

11月16日

来年のカレンダーに
夢を書きこもう

2月

パパカフェ

3月15日

乳幼児の親子対象

ママカフェ

10時30分～12時

初めての人でも大丈夫！テーマにそってみんなで楽しく
話しましょう。

4月13日・6月15日・10月12日・11月16日（合同）

ゆめあす（京都市ひとり親家庭支援センター）では、母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんを対象に、お仕
事に関する様々な支援を行っています。就職や仕事に役立つ講座やセミナーを通して、ひとり親家庭の方の就
労や自立を応援します。

はじめてパソコン講座

パソコン初級講座

新設！乳幼児対象ママカフェ
お子様がぐずっても、遅くなっても大丈夫！
10時30分～12時の間で途中参加＆退席OK
お気楽にご参加ください。同年齢のお子さまを持つひとり親同士で交
流を深めましょう。

5月11日・7月13日・9月14日・ 11月16日（合同）・
3月15日
パパカフェ
２月の週末に開催予定

定員：１５名（応募多数の場合抽選）
時間：１３時～１６時
受講料：無料
テキスト代：５００円
内容：パソコンの基本操作（キーボード操作・タッチタイピン
グ・フォルダとファイルの操作・インターネット・メール操作）
対象：パソコンに触るのは初めての方、基本操作に自信が
ない方

定員：１５名（応募多数の場合抽選）
時間：１３時～１６時
受講料：無料
テキスト代：１,０００円
内容：Word／Excelの基本操作（ファイル操作・ビジネス文
書作成・表の挿入編集・画像図形・印刷・関数・グラフ・デー
タベース機能）
対象：はじめてパソコン講座修了者。または同レベルの方。

申込方法：前日までにお電話でお申込ください
（TEL 075-708-7750)

ハローワーク巡回相談
ハローワーク就職支援ナビゲーターとゆめあすがあなたの就職をサポートします。
仕事の経験が少ない・育児との両立ができる仕事とは・パートから正社員への転職などのお悩み
にきめ細やかにサポートします。
対象：児童扶養手当受給中の方で、ゆめあす就業相談利用者
開催日時：毎週木曜日（センター休館日除く）①10時②11時③13時④14時 一人約45分 予約制

会計ソフト入力講座
経理事務でよく使われている弥生会計ソフトを実際に使って
みましょう。簿記３級程度の知識をお持ちの方、もしくは簿記
入門講座（次ページ参照）を受講された方が対象です。
※パソコンの基本操作ができる方
市バス4・北8系統「野々神町」すぐ 地下鉄「北山」「松ヶ崎」駅より徒歩５分

講座・セミナー共通申込方法：
申込期間中にゆめあすホームページより申請書をダウ
ンロード、もしくは電話でご請求、記入後、郵送またはご
持参ください。締切り日後１週間程度で、郵送で結果を
お知らせします。

無料託児をご利用ください 要事前申込
1歳〜就学前のお子さま：
保育室にて保育士が保育します
小学生以上のお子さま：
土曜日・・・併設の児童館をご利用ください(葵児童館
TEL075-708-7760)
日曜日・・・保育室の利用ができます

５月
ひとり親のための就労に役立つセミナー
セミナー名
強みを見つける自己分析

開講日

開講時間

申込期間

5月29日㊐

13：30～15：30

4月24日～5月15日

在宅ワークの基本

6月19日㊐

13：30～15：30

5月1日～6月5日

仕事に役立つ差込み印刷講座

7月10日㊐

13：30～15：30

6月1日～6月26日

仕事に役立つExcel講座
①IF関数で条件処理

7月17日㊐

10：30～12：30

6月1日～7月3日

仕事に役立つExcel講座
②VLOOKUP関数

7月17日㊐

13：30～15：30

6月1日～7月3日

ひとり親家庭就職情報セミナー

7月29日㊎

13：30～15：30

6月1日～7月15日

ひとり親家庭のための
ライフプランセミナー

9月11日㊐

13：30～15：30

8月1日～8月28日

簿記入門講座

10月30日㊐

10：30～16：30

9月1日～10月16日

事務処理UP↑ポイントセミナー
①Word

12月4日㊐

10：30～12：30

11月1日～11月20日

事務処理UP↑ポイントセミナー
②Excel

12月4日㊐

13：30～16：30

11月1日～11月20日

医療事務入門セミナー

1月15日㊐

10：30～16：30

12月1日～12月25日

経営センス養成講座

1月22日㊐

13：30～15：30

12月1日～1月8日

コミュニケーション能力トレーニ
ング

3月11日㊏

10：30～16：30

2月1日～2月18日

◇各セミナーの詳細は次ページをご覧ください

強みを見つける自己分析

自己分析ツールのひとつであるSPトランプを使い、自己理
解を深め、自分の強みを見つけましょう
5月29日㊐13時30分～15時30分
講師
吉津 万夕美氏
20名 ※応募多数の場合抽選
定員
応募期間 4月24日～5月15日17時まで

６月

在宅ワークの基本

自営型テレワーク（在宅ワーク）を始めるための基礎知識
や心構え、気をつけるポイントなどを、わかりやすくお伝え
します。ゆめあす会場とオンライン同時開催。
6月19日㊐13時30分～15時30分
講師
㈱キャリアマム 代表取締役 堤 香苗氏
30名 ※応募多数の場合抽選
定員
応募期間 5月1日～6月5日17時まで

７月

仕事に役立つ差込み印刷講座

宛名やラベルの作成について学びます。 PC初級講座修
了者または同等レベルの方対象。
7月10日㊐13時30分～15時30分
講師
㈱キャリア総研 西山 由希子氏
定員
15名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 6月1日～6月26日17時まで

７月

仕事に役立つExcel講座
①IF関数で条件処理②VLOOKUP関数

苦手意識が強いExcelの集中講座。Excelのスキルアップで
就職活動やキャリアアップにつなげましょう。 PC初級講座
修了者または同等レベルの方対象。
①IF関数で条件処理：複数条件を使いこなして仕事の効
率化をめざしましょう
②別表から値を取り出すVLOOKUP関数：元になる表を検
索して、その中から合致するデータを転記します。スキ
ルアップ間違いなし。
7月17日㊐ ①10時30分～12時30分
②13時30分～15時30分
講師
㈱キャリア総研 西山 由希子氏
定員
15名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 6月1日～7月3日17時まで

７月

ひとり親家庭就職情報セミナー

ひとり親家庭の就労支援について、ハローワークの各担
当者から直接説明が聞けます。就職された事例のご紹介
もあります。ハローワーク西陣烏丸御池庁舎にて開催
7月29日㊎１３時３０分～１５時３０分
講師
ハローワーク西陣より各担当者
定員
30名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 6月1日～7月15日17時まで

９月

ひとり親家庭のための
ライフプランセミナー

ファイナンシャルプランナーから、自分が幸せになるライフ
プランをたてるためのヒントやアドバイスをもらいます。
9月11日㊐ 13時30分～15時30分
CFP®秋口 千佳氏
講師
定員
30名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 8月1日～8月28日17時まで

10月

簿記入門講座

12月

事務処理UP↑ポイントセミナー
①Word②Excel

簿記の知識がない方でもご参加いただける、簿記につい
て知るセミナーです。会社の日常業務での実践的な簿記
の知識も取り入れながら、楽しく学びます。
10月30日㊐ 10時30分～16時30分
講師
山田 福輪氏
定員
30名 ※応募多数の場合抽選
テキスト代 1,000円
応募期間 ９月１日～10月16日17時まで

日商PC検定3級の内容に沿って、実務的なPCスキルを学
びます。 PC初級講座修了者または同等レベルの方対象。
12月４日㊐ ①10時30分～12時30分
②13時30分～16時30分
講師
㈱キャリア総研 服部 桂以子氏
定員
15名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 11月１日～11月20日17時まで

１月

医療事務入門セミナー

医療事務について、お仕事内容、資格について、お仕事
に必要な知識などを学びます。
１月15日㊐ 10時30分～16時30分
講師
㈱ソラスト
定員
20名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 12月１日～12月25日17時まで

１月

経営センス養成講座

問題は、ビジネスシーンでも家庭でも、いつでもどこでも起
こりえます。問題が起こったときに、どう考えれば、どう動
けば解決するか、問題解決のアプローチを身につけます。
１月22日㊐ 13時30分～15時30分
講師
㈱キャリア総研
定員
20名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 12月１日～1月8日17時まで

３月

コミュニケーション能力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

社会の中で求められるコミュニケーション能力。その基本
を学び、鍛えるセミナーです。大好評につき今年度も開催。
3月11日㊏ 10時30分～16時30分
講師
LEC東京リーガルマインド 西田 佳哲氏
定員
20名 ※応募多数の場合抽選
応募期間 2月1日～2月18日17時まで

講座・セミナー共通申込方法：
申込期間中にゆめあすホームページより申請書をダウン
ロード、もしくは電話でご請求、記入後、郵送またはご持
参ください。締切り日後１週間程度で、郵送で結果をお知
らせします。
無料託児もございます ぜひご利用ください
（要事前申込 詳細は表面参照）

