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職ネットショップ管理（楽天・Yahoo!など）及び出荷業務時 10時～15時 ※週４以
上勤務できる方給時給950円～待自動車通勤可資イラストレーター・フォトショッ
プさわれる方、経験者優遇応まずはお電話ください  

受/10時～19時  木曜・祝日定休  箕面市西宿1-1-5
有限会社 ハルトデザイン

女性の多い職場で働きやすい環境です。得意のネットを活かしてお仕事しませんか！

2072-796-7701　担当／鼻戸

時給950円～
〈欠員募集〉ネットショップ運営事務スタッフパ ア

和気あいあいとした社内です。
初めてでもすぐに馴染んでいた
だけますよ。

大阪府内の店舗一覧

力を寄せ合い「くらしの安心づくり」をすすめます。

「安全で安心できる食べものがほしい」という組合員の
願いからスタートした取り組み『フードプラン』。トレーサビ
リティがしっかりした、食べる人にもつくる人にも安全で、
環境に配慮して生産された食品をお届けしています。

コープこうべ くらしの情報センター  0120-443-100
●火～金／8:30～19:30　●土～月／8:30～18:00
※12/31～1/3は8:30～18:00 コープこうべ 検索

コープこうべキャラクター
「コーピー」

豊中市
コープ東豊中
豊中市東豊中町4-3-13
06-6848-2561
営/1F 9時～21時、
2F 9時半～20時
コープ蛍池
豊中市蛍池中町3-2-1
06-6842-3711
営/10時～22時
コープ桜塚
豊中市南桜塚2-1-10
06-6854-6111
営/9時～20時50分
コープミニ桜の町
豊中市桜の町2-1-6
06-6857-2001
営/9時～22時
コープミニ泉丘
豊中市東泉丘2-14-20

06-6840-0661
営/9時～22時
コープミニ城山
豊中市城山町2-5-12
06-6864-6711
営/9時～22時
コープミニ西緑丘
豊中市西緑丘1-1-38
06-6858-0855
営/9時～22時

箕面市
コープ箕面
箕面市桜ヶ丘5-6-6
072-721-2025
営/10時～21時
コープ箕面中央
箕面市坊島1-1-15
072-720-3021
営/10時～20時50分

コープミニルミナス箕面
箕面市如意谷4-6-19
072-724-8761
営/9時～22時

池田市
コープミニ伏尾台
池田市伏尾台3-4-1
072-753-7631
営/9時～22時
コープミニ井口堂
池田市井口堂2-7-18
072-762-9141
営9時～22時
コープミニ上池田
池田市上池田2-4-6-101
072-754-6551
営/9時～22時

吹田市
コープ吹田
吹田市五月が丘西1-1
06-6337-3651
営/10時～21時
コープミニ山田
吹田市山田東
4-17-12-101
06-6875-6181
営/9時～22時

茨木市
コープ茨木藤の里
茨木市藤の里1-10-2
072-643-3461
営/10時～20時
コープ茨木白川
茨木市白川2-2-10
072-630-0110
営9時半～20時50分

高槻市
コープミニ氷室
高槻市氷室町4-2-5
072-690-3501
営/9時～22時

豊能町
コープ新光風台
豊能郡豊能町新光風台
2-18-5
072-738-5901
営/10時～20時

島本町
コープ島本
三島郡島本町青葉1-2-10
075-962-3501
営/1F 10時～20時50分、
2F 10時～20時

お買い物は、生協にご加入のうえ近くのお店へ

年中無休

無料

毎週火曜日  20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00～11：20　青果コーナー全品2割引セール
●11：00～11：20　魚コーナー全品2割引セール

年中無休

まねき屋亥子谷店
吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

阪急曽根店

豊中市曽根東町3丁目1-1　ティオ阪急曽根1F
KOHYO 阪急曽根店106-6842-5040SUPER

MARKET

※メンバーさん・アルバイトさん募集中です。
　水産部･レジ、その他のお仕事も募集中です。まずはお電話下さい。

　　　　　　 感謝デー！！

●毎月15日 GG感謝デー！！

スタッフ大募集

106-6846-8001
シェフカワカミ 桜塚店
豊中市南桜塚3丁目6-27

〈種別〉パート募集
〈作業〉事務・レジ・食品 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／870円
　　～900円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

コープ東豊中
豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

月掛金は1,000円から
家族みんなの
基本の保障 《たすけあい》
CO・OP《たすけあい》はその名のとおり、組合員同士の
助け合いの気持ちが形になった共済です。生協だから
こそできる、組合員のくらしにやさしい安心の保障です。

阪急上牧駅前で営業しております。
スーパーフレスコ上牧店
高槻市神内２丁目13-40 1072-684-4711

24時間営業
ア
ル
バ
イ
ト

募

　
　
　集

〈時給〉840円～
〈内容〉1日4時間/週3～5日勤務
　　　時間帯要相談

詳しくは
お電話にて店長まで
ご連絡下さい。

●3/20（日）
●3/30（水）

3/4
（金） 新生光洋誕生祭
3/6
（日）

3/20
（日） お客様感謝day

3/13
（日） 春のうまいもん特集

3/27
（日） 肉の日

大漁魚市

KOHYO 山田店SUPER
MARKET

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

山田店
阪急山田駅

デュー阪急山田1F

北摂の
スーパーマーケット
INFORMATION

求人情報からお買い得情報まで

千　里　店　豊中市新千里南町2-6-12
蛍　池　店　豊中市螢池中町２-４-１７
桜の町店　豊中市桜の町3-5-8
山　下　店　川西市見野2-24-11
茨 木　店　茨木市元町8-1
石 橋 店  池田市豊島北2-4-6

106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777

毎日 安い !

時給 ①日勤１,０００円～　②夜勤１,3００円～

パ JR岸辺駅から
徒歩7分

新しい施設で一緒に働きませんか？ブラン
クある人も未経験者も大歓迎です。

　住宅型有料老人ホームへの訪問介護業務をお
願い致します。介護体制はチームケアを実践、生活
相談員・機能訓練員・介護職員、さらに近くの平海病
院とも連携して利用者を支えています。新しい環境
でご一緒に働いて頂ける方をお待ちしています！

今年2月に出来たばかりの施設でのオープニングスタッフ

吹田市岸部中３丁目５-２３

㈱オルソグループ
住宅型有料老人ホームおるそ

2０６-６３１８-６５４７
（担当／金光、坂田）

職 ヘルパー業務
時 ①日勤7時～21時　※週1日4h～ＯＫ　②夜勤18時～9時
待 各種保険完備、昇給有、制服貸与、社員登用有、自転車通勤OK
資 ヘルパー2級、初任者研修、介護福祉士など
　  ブランクある方、パート未経験者歓迎
応まずはお電話ください。面接にて選考

【求人概要】

老人ホームでのヘルパー業務

職 職種 待 待遇 時 時給 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→

大阪市中央区北浜4-1-21　住友生命淀屋橋ビル8F
馬渕教室・㈱ウィルウェイ

勤務地：箕面校・服部校・緑地公園校・東豊中校

206-6231-6000 （淀屋橋本社/採用担当）

正 月給23万円以上（※中途入社最低額） 契 月給20万円以上　パ 時給900円～

職電話対応・受付等、塾運営に伴う事務作業時正契14時～22時（実働7h/休憩1h）、パ17
時～22時（実働5h）休正契日・祝・GW・夏季・年末年始・有給休暇待交通費規定支給、正契昇
給・社保完（※委細面談）資基本的なPCスキルのある方歓迎、パ曜日固定で週2～3日入れる方
応応募先/willway-oubo@saiyou-center.jpへメール※必須:姓名/雇用形態/アドレス/年齢

パ ア 進学塾校舎事務正 契 パ

職ホールスタッフ時 10：30～23：30、シフト制　※週1日OK、3h～でも可給 930円～、
22時以降1,163円　※研修期間も930円待昇給有、エプロン（キッチン制服）貸与、自転
車、バイク通勤OK、8ｈ以上勤務でまかない出ます。資大学生、フリーター、パート未経験者
歓迎応まずはお電話ください

箕面市船場東3-9-2 COM7号館2F
CAFE OVEST（カフェオヴェスト）Minoh

ランチタイム出勤のみOK、空いた時間の有効活用でお小遣い稼ぎ

2072－727－0358 担当／島田（シマダ）

時給　930円　22時以降1,163円
カフェ、ホール、キッチンパ ア 千里中央駅

徒歩15分

水春さん向かい、天ぷら
の山さんの上です。

日本の国民食ともいわれるカ
レーは、驚くほど独自の進化を遂げ
ています。フルーティーな甘辛カ
レーや、粗びきの香辛料を多く使う
スパイス系のカレー、数種類を混ぜ
て食べるカレーなどさまざま。西日本
最大級となる「カレーEXPO」は、こ
のカレー文化を一度に味わうことが
できるイベントです。是非お越しくだ
さい！！コサオ（P.36参照）（コサオ）

子どもが生まれ、休日寒い
日でも一緒に公園に通う私。
子どもは寒さなんて関係なく、
どの季節も新しい発見でいっ
ぱいなんやなぁと、公園で鼻
水を光らせ寒さに震えながらし
みじみ…。紙面でも今楽しめる
情報が満載なので、寒さに負
けず活用してみてください（それ
でも春が待ち遠しい・さいと）

3/15（火）に子育てママの
ためのイベントMam Festa
（マムフェスタ）を開催します。
今回で4回目となるこのイベン
ト。子育てセミナーや体験会な
どをプロから教えてもらえたり、
雑貨やワークショップなどの楽
しいブースも盛り沢山です。詳
細はP14・15をご覧ください。
（やまどり）

みんなの募金で作られた「市
立吹田サッカースタジアム」で
こけら落としが行われ、いよい
よ新スタジアムが始動！（P.23
ガンバ通信に掲載）欧州にひ
けをとらない素晴らしいスタジ
アムが地元に出来て誇らしい
限り。ぜひ迫力あるサッカーを
新スタジアムで体感してくださ
いね！（よしみん）

編 集 後 記

　「未経験の方」「ブランクのある方」「資格が
ない方」大歓迎！研修や資格取得支援も充
実！ぜひ一緒に働きませんか？

介護予防センター　オープニングスタッフ募集パ ア

契約　200,000円～　時給 910円～
契 パ 阪急宝塚線

曽根駅

H28年4月1日
介護予防センターオープン！

箕面市白島3-5-50（千里中央～阪急バス「白島北」バス停下車徒歩3分）
社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 2072-724-8166

受/9時半～18時　担当/やまぐち

時 9時～17時45分
給（契）月給200,000円～260,000円
　（パ）時給1,700円
資 正・准看護師

①看護職員 休（契）年間休日約120日、他夏期休暇3日、
　　有給休暇
待 雇用条件に応じて、社会保険、退職金制度
応 まずはお気軽にお電話ください。
　　提出書類（履歴書、資格書の写し）
　　※尚、提出いただいた書類につきましては　
　　返却いたしませんのでご了承下さい。

①②③④共通

勤務地

時 9時～17時45分
給（契）月給200,000円～260,000円　
資理学療法士、作業療法士、柔道整復師、
　 あんまマッサージ師

②機能訓練
　指導員

時 8時～18時の間で勤務時間応相談
給 時給910円～
　 介護福祉士：時給1,020円～
　 ヘルパー2級：時給960円

③介護職員

時 8時半～10時半/15時半～17時半
　 いずれかも相談可
時 時給910円～

④送迎職員

【求人概要】

原田介護予防センター（デイサービスセンター）
豊中市原田元町3-13-1
（阪急宝塚線「曽根駅」下車徒歩20分）
（阪急バス「原田停留所」より徒歩スグ）

服部介護予防センター（デイサービスセンター）
豊中市服部本町5-2-8
（阪急宝塚線「曽根駅」下車徒歩15分）
（阪急バス「豊中4中前停留所」より徒歩5分）


