
City Life HANSHIN   2016.221

グルメシティ 住吉店 神戸市東灘区住吉宮町3 -5 - 11
（JR住吉駅より徒歩3分・阪神住吉駅より徒歩5分）1078-811-0341

アルバイト
未経験・学生・フリーター・パート大歓迎

♦時間給♦800～850円　♦募集担当業務♦レジ・惣菜・生鮮担当
♦時間♦7：00～22：00の間で要相談
♦待遇♦交通費支給（月1万円まで）・ロッカー完備・制服貸与・
　　　　 従業員割引制度・年次有給休暇
　気軽にTEL後、履歴書を持参下さい。担当：畑

急募急募

グルメシティ 本山店 神 戸 市 東 灘 区 岡 本 1 - 9 - 6
（JR摂津本山駅・阪急岡本駅より徒歩3分）1078-451-1501

アルバイト
フリーター・主婦の方大歓迎

♦基本時間給♦ミート・デリカ：900円、早朝補充：950円
♦募集担当業務♦ミート、デリカ、早朝補充
♦時間♦ミート・デリカ ： 8:00～12:00、13:00～17:00　
　　　   早朝補充 ： 7:00～11:00
♦待遇♦交通費月額20,000円まで支給、制服貸与、従業員購入制度、年次有給休暇
　問合せなどは、下記電話番号、担当：衣笠・福田までご連絡ください。

急募急募

お菓子の店 ＹＯＳＨＩＫＡＷＡ
<よしかわ>
芦屋市大原町23-20　TEL.0797-23-2370　
営／1１時～18時15分　日曜・月曜定休

パレ オ カシス １袋７００円（10枚入り）

　2枚のビスケット生地にカシスのジャムを塗り、
乾燥させてからつや出しのお砂糖をコーティングし
たパレ オ カシス。フランスの味を再現したいという
想いが詰まった一枚は、カシスの香りが口中に広
がり、サクサクとしたビスケット生地と洋酒が効い
た本場仕込みの味を堪能できる。他にもティータ
イムにゆったりといただきたい焼き菓子が並ぶ。

焼き菓子は定番商品
が半分、残りは４・５週
間で商品が入れ替わ
る。生ケーキもあり。

フランス語で双子という意味の「ディジマ」は、もう一種ソ
フトクリームのように柔らかいプレーンタイプのものもあり。

12月～３月２０日までの冬季限定商品。パープルの美し
い色に目をひかれる。

シェフ 千賀さん

Ｌａ Ｓｅｎｓａｔｉｏｎ<ラ・センサスィオン>

神戸市中央区元町通4丁目6-11　TEL.078-335-8344　
営／11時半～19時半（カフェは18時半Ｌ.Ｏ）　不定休

ディジマ フランボワーズ　540円

　鮮やかなフランボワーズの朱色が美しいチーズ
ケーキ。口に入れた瞬間にふわふわととけていくよ
うな軽い食感で、幼児から年配の方まで誰でも美
味しくいただける逸品だ。フォークを入れると、上層
のマスカルポーネ、間に挟まっているフランボワー
ズのジャム、下層のベークドチーズがバランスよく、
いくらでも食べたくなる美味しさにファンは何度も足
を運ぶそう。

イートインできる
ゆったりした空間に、

男性ひとりでも
気軽に入れるよう
カウンター席も
用意しています。

1レッスン60分がたった2,580円～
マンツーマンで英会話力を磨く

　「お小遣いの範囲で気軽に楽しめる
英会話を！」と語るオーナーの徹底した
運営費削減により、明確な採用基準で
厳選された講師陣による超低料金レッ
スンを実現！上達の効果が最も期待でき
る1対1の受講形式にこだわり、短期間
での初心者脱出をサポート！従来のレッ
スンでは効果を感じられなかった人、英
語を基礎から学び直したい人にも最
適。何十年も英語に触れていない人に
は中学英語からの丁寧なレッスンで誰
でも安心できる。今年こそ英会話を始め
てみたい人にはピッタリのスクール！

マンツーマン
英会話

｜特典｜

西宮市鳴尾町1‐3‐11
受/9時～22時　年中無休
徒歩1分にコインP有（8台）

マンツーマン英会話  
I-MAKE阪神鳴尾校
〈アイ-メイク〉

70120-517-533
http://www.i-make.co.jp
アイメイク　英会話　で検索 阪神鳴尾駅から徒歩5分
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陽気な人柄の米・西海岸出身のデ
ィーン先生。レベルに合わせた親身
な指導で、学生や主婦、ビジネスパ
ーソンの厚い信頼を誇る敏腕講師！
レッスン毎の講師変更も可能。小学
生からシニアまで幅広い年代の受
講生が在籍中なので、どなたでも通
いやすいスクール。

清潔感あるキレイな教室ではブース毎にパーテーションで区切られ、
周囲を気にせず集中できる。「レッスン内容の自由度が高く満足」
「月1回から通えるから長く続けられる」「各種検定試験にも対応して
くれるのでありがたい」「曜日、受講時間ともに固定制ではなく自由に
選べるので、非常に助かっています」と好評。

上質なネイティブ講師が多数在籍する同スクールでは、学び
の目的・目標・レベル・相性を見極め、最適な講師を選出してく
れる。お気に入りの先生に出会い、独り占めでレッスンを受け
られるから楽しみながらサクサク上達！海外旅行先で想定され
る問答集を踏まえたロールプレイレッスンも好評を得ている。ま
た、テキストを使用しないフリートークのみのレッスンにも対応。

「シティライフを見た」で
● 体験レッスン(30分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
● さらに体験レッスン受講の先着10名の方に、

  クオカード1,000円分プレゼント！
(2月末まで・新規の方のみ・要予約)

職 子ども達への体育・トランポリン・サッカーを中心としたレッスン指導時 平日：10時半～
19時半 土・日：8時半～18時半 1日３～４ｈ※週1日から可給時給1,000円～（研修期間
有 / 研修中の時給は860円）待昇給有、制服貸与資運動指導経験者優遇、大学生、パ
ート大歓迎応見学受付中、まずはお電話ください。

西宮市北口町9-3
スポーツクラブCUPS  西宮北口

○○○専門店のホール・キッチン

大学生・フリーター・主婦の方など幅広い年代が活躍

パ ア

20798-63-6100 担当／長田

JR○○駅
時給1,000円～

子ども達へのスポーツインストラクター(体育・トランポリン・サッカーなど)パ ア 阪急西宮北口駅
徒歩5分

子ども大好き、スポーツ大好
き、笑顔が素敵な方募集！

笑いが絶えないアットホームな教室。

エイペックス

20120-868-189
http://www.apex-wel.com/

大阪市北区曽根崎新地2-2-16 　西梅田MIDビル9F
梅田・宝塚・千里中央・高槻・芦屋・三宮・堺東で開講

月謝制3,900円で楽しく学ぶ
50歳からの実践的英会話
　エイペックスの「50歳からの初心者英会話」
は、29年の実績を誇るオリジナルテキストを使い、
海外旅行などで“使える英語”を学べる。例えば、
海辺のカフェで外の席をリクエストしたり、駅で切
符売り場をたずねたり、現地で見つけたワインツ
アーに申し込んだり、地元の人気レストランを尋ね
たり・・・。国内でも落し物をした外国人に声をかけ
たり、京都への特急電車の乗り方を教えてあげた
りと具体的なシーンを想定した会話練習ができ
る。現在、3月開講の新規初心者クラスの受講生
を、宝塚・梅田・千里中央で募集中。

英会話

｜50歳からの初心者英会話｜
● レッスン1回70分(月4回・1年コース)
● 入会金・・・5,000円
● 月謝制・・・1ヶ月3,900円(教材費込み)
※受付は先着順。経験者向けのブラッシュアップコースあり。

｜特典｜

「シティライフを見た」で入会の方
● 入会金50％OFF!　（先着20名・2月末まで）

Where can I get a ticket?
(切符はどこで買えますか？）

I'd like a deck table,please.
(デッキの席をお願いします)

職接客・レジ・発注・品出し時 9：30～21：00（シフト制、実働7.5時間、休憩90分給 950
円～待交通費支給、各種社会保険完備、従業員特典有資接客経験者歓迎（～60代ま
で可）応まずはお気軽にお電話下さい。

人と接する接客が大好きで、アクセサリーが大好きな方
将来正社員を望まれる方大歓迎。

西宮市甲子園八番町1-100ららぽーと甲子園1Ｆ（阪神沿線）
ビフォーザブーム

20798-81-6488 担当／友田
尼崎市潮江1-3-1キューズモールあまがさき2Ｆ（JR沿線）
アジェデアクセサリーズ

206-4960-2010 担当／芹南（せりな）

時給 950円～（別途、成果給等有）

ア 接客・レジ・発注・品出し（2店同時募集）

職 職種 待 待遇 時 時間 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

求人コーナーへの掲載お申し込み・お問い合わせは

206-6338-0640 「求人コーナー係」まで

『住みなれた街で働きたい』そんなアナタを待ってます！ 地元で働く女性のための求人サイト地元で働く女性のための求人サイト

http://machishigoto.
citylife-new.com/

毎月更新→

【求人概要】

ブランクあり・実務初心者・家庭のある主婦でも大丈夫
西宮市社会福祉事業団で始めるホームヘルパーのお仕事

　西宮市内に4つの拠点を持つホームヘルパー
派遣センターでは、地域で働くパートタイムヘル
パーを募集中。勤務時間・日数は週5時間から相
談でき、自分の生活に合わせた時間で働くことが
できる。派遣先は住まいのエリアを考慮してくれ
るので主婦も働きやすい。研修制度が充実し、
経験ある職員がしっかりフォローしてくれるので、
ブランクがある人や実務経験のない人も安心し
て。介護技術実習だけでなく調理実習や事例検
討会にも参加でき、他のヘルパーと情報交換し
たり学び合えるのも魅力の一つだ。せっかく手に
入れた資格、この機会に活かしてみては。

資 介護福祉士資格取得者　及び　
介護職員初任者研修課程修了者

地 西宮市内各地　※直行直帰のお仕事です。

給 時給1,140円～1,540円　
※土・日・祝日10％アップ、早朝・夜間25％アップ

応 電話で問い合わせの上、面接を実施。

西宮市ホームヘルパー派遣センター
西宮市林田町7-17　20798-68-2712
西宮市小松ホームヘルパー派遣センター
西宮市小松北町2丁目8-1　20798-47-3570
西宮市安井ホームヘルパー派遣センター
西宮市城ケ堀町1-39　20798-56-9351

西宮市社会福祉事業団
西宮市甲子園
ホームヘルパー派遣センター
西宮市上甲子園5丁目7-21　受／月～土曜　9時～17時半

20798-37-5661
http://helpersaiyou.citylife-new.com/

杖歩行介助の体験研修の様子。サポート体
制がバッチリなので安心してはじめられる。

▼最新の
募集状況はこちら


