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　40年以上の実績で全国の医療機関とも提携して
いるニチイの医療事務講座が50％OFFで受講でき
るチャンス！ 通いやすさも抜群で、無料振替制度もあ
り安心。資格取得後は就業も強力サポートしてくれ
る。この機会に最短ルートで一生身に着けられる資
格を取ろう！

ママたちの就活私はこうやって
仕事を見つけました

ニチイの医療事務講座が今だけ半額
医療事務のデビューを全面サポート医療事務資格
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「シティライフ見た」と無料説明会にお申込み
の方、医療事務講座が半額（10月末まで）
● 医科または歯科（通学）
　・・・・・・・・・・・・・・・・90,180円→45,090円
● 医科または歯科（通信）
　・・・・・・・・・・・・・・・・60,480円→30,240円
● 医科（DVD）
　・・・・・・・・・・・・・・・・73,440円→36,720円
● 医科コンピューターセット（通学）
　・・・・・・・・・・・・・・144,570円→72,285円

日程 ： 10/  5（水） 14時～15時
　　  10/  6（木） 10時～11時
　　  10/15（土） 14時～15時
　　  10/25（火） 14時～15時
会場 ： （株）ニチイ学館 茨木教室
　　　茨木市別院町1-21丸屋ビルアネックス5Ｆ
お問合せ ： 20120-781-079（茨木支店 受／9時～17時15分）
※日程が合わない方には、個別相談も実施しています。

無料説明会開催（予約不要）

　気軽にできる在宅ワークとして注目される学習教室の
先生。同教室の場合、週2回・１日3～5時間・少人数制
と、無理なく続けやすいのが特長。生徒の学力に合わせて
進めるプリント教材と、学習ソフトやアプリを用いたコンピ
ュータ学習を組み合わせた独自の指導法が確立され、本
部スタッフのサポートも充実しているので、未経験でも安
心だ。「子どもと関わる仕事がしたい」「子育てをしながら働
きたい」というママにピッタリ！生徒と一緒に自分も成長で
き、やりがいを感じられるはず。まずは気軽に説明会へ。

ママにオススメPoint! 
わが子も一緒に教えられる 今なら開設費用の支援も
実子の月謝優遇制度もあり、自分の子どもを一緒に教えることがで
きるのも魅力だ。25周年を記念して、今なら来年2～4月の教室開設
で、開設準備金として5万円をプレゼント！

※参加の場合、前日までに要申込。都合が悪い場合は日程応相談。

スタッド各教室にて
4回無料の「体験学習」
10/14～27実施
申込受付中！

教材やコンピュータに触れながら詳しい説明が受けられる。
気になる教室開設の費用や収支の説明も。個別説明も可。

10/14（金）・15（土）
　　17（月）・19（水）

スタッド大阪本部（左記）
地下鉄谷町線中崎町駅4番出口すぐ

10/17（月） 茨木市福祉文化会館 オークシアター
JR茨木駅・阪急茨木市駅より徒歩10分
※午前の部のみ

10/19(水) 能開センター高槻校
JR高槻駅・阪急高槻市駅徒歩5分

10/21(金） 能開センター西宮北口校
阪急西宮北口駅 北西出口より徒歩3分

指導者募集説明会 午前の部：10時～
午後の部：13時半～（共に2時間程度）

この夏スタートした小学英語も好評。「読む・書く・
聞く・話す」の4技能をバランスよく学習できる。

大阪市北区中崎西2-6-17　
WAO第1ビル
受／10時～18時（土日祝のぞく）

　　　　
スタッド学習教室
（株式会社ワオ・コーポレーション スタッド事業部）

　  0120-017-025
http://stad-gakusyu.jp/
スタッド 先生　で検索

学習教室の先生在宅
自宅で無理なく子育てと両立
やりがいある「ママ先生」に
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買取＆販売 ボスフル千里丘店
206-6330-5011
http://www.bossfull.com

銀製品
（シルバーアクセ・
銀盃など）記念金貨・コイン

金・プラチナ ダイヤモンド
宝　石

※1時間無料駐車券お渡しします（ご成約の方に限り）

摂津市千里丘1-10-3

etc.

どうせ
売るなら高く
売りませんか？

ブランド品・貴金属・時計の
専門店だからできる高価買取！！

9/23（金）現在の金相場による買取金額
● K18-3,380円/ｇ
金相場の変動により、ご来店時に買取金額
が変更になる場合がございます。

査定のみも

大歓迎

ただいま、
金価格高騰中！
今がチャンス！

目の前にコインパーキング有り！（有料）

営/11時～18時30分（日祝～17時）
定休日 毎週木曜日、第2・4水曜

壊れていてもロレックス
オメガなど

買取OK！

商工会議所は地域企業の振興や地域の活性化に日夜努力しています。
でも具体的にどんな活動をしているのか知らないという人も少なくないのでは？
そんな商工会議所の活動を今月も紹介します！

高槻商工会議所
茨木商工会議所 摂津市商工会 チャレンジショップin

千里丘ことぶき商店街
チャレンジショップin
千里丘ことぶき商店街

■申込・問合せ　
　高槻商工会議所 中小企業相談所　TEL：072-675-0484

ことぶき商店街地図
■詳しくは 摂津市商工会 http://settsu-sci.jp/

10/5～10/11　手作り作家のお店～iro∞iro　090-3031-9622
　　　　　　   ハンドメイド作家の作品販売やハロウィンのワークも！
10/12～10/18 日本古代文字アート展　080-5361-7831
                     ～内なる宇宙のエネルギーを古代文字で感じる時空～
10/19～10/25  Earth　090-9274-6072
                     アナタらしさ表現するために素材や品質にこだわった商品を販売他
10/26～11/1　ゆびまるこ　080-3787-7345
                     指で描くハロウィンアート教室やアート展示販売等
11/2～11/8　  ハッピーフェスタ　090-1229-6710
                     フェイスエステ、整体、ワーク、占い、アート＆アクセサリー販売等
11/9～11/15　 HAPPINESS　090-1966-6734
                     可愛い雑貨やアクセサリー、多肉植物の販売、ワーク等も
11/16～11/29  go=en　090-3975-5866
                    布小物、編み物、小物、アクセサリー等の販売やワークも開催

書類選考なしでいろいろな企業の
面接が受けられる
合同就職面接会 開催

あなたの街のビジネスかけこみ寺
無料個別相談会 実施中！！

【会場】高槻商工会議所内　　【時間】１事業所１時間以内
※事前予約制のため、必ず下記までご連絡ください。
※相談員の都合により、
　中止または変更させていただく場合があります。

経営　相談員：当所中小企業相談所 専門相談員 中小企業診断士
　　　相談日時：10月4日（火）・18日（火）、11月1日（火）・15日（火）
　　　　　　　  各13時～16時
税務　相談員：近畿税理士会 茨木支部所属 税理士
　　　相談日時：10月12日（水）、11月9日（水）各13時～16時
金融　相談員：日本政策金融公庫 吹田支店 担当職員
　　　相談日時：10月14日（金）、11月11日（金）各13時～15時
労務　相談員：大阪府社会保険労務士会 
　　　　　　  大阪北摂支部所属 社会保険労務士
　　　相談日時：10月19日（水）13時～16時

【日　時】 平成28年10月21日（金）
　　　　13：00～16：00
　　　　（受付12：30～15：00）
【会　場】 茨木市役所南館10階
【対　象】 一般求職者、新規学卒者　参加費無料
【持ち物】 面接を受ける企業数分の履歴書（写真付き）
　　　　ハローワークカード（登録されている方）
　　　　筆記用具
【問合先】 茨木市商工労政課　TEL072-620-1620

期　間 ： １０月５日（水）～１１月２９日（火）
場　所 ： 千里丘ことぶき商店街　摂津市千里丘2-9-32

地元企業が24社（予定）
参加する、予約不要の面接会！

求職者集まれ！

千里丘ことぶき商店街内において、雑貨販売やワークショップ、市内作家
の作品展示など、週替わりで様々なお店が出店します。各ショップごとに
営業日や営業時間が異なりますので、事前に各ショップにお電話いただく
かHPにてご確認のうえ、お越しください。

2017年4月開園予定　吹田市認可 小規模保育園

ちゃいれっく江坂保育園
地下鉄「江坂駅」徒歩5分

ちゃいれっく関大前保育園
阪急千里線「関大前」徒歩7分

●仕事内容 0～2歳（定員19人）の保育業務全般　●資格 保育士免許
●勤務地 ①吹田市豊津町17-5 ②吹田市千里山東1-13-5
●勤務時間 7時～19時の間でシフト制　※原則実働8ｈ
●給与 187,000円～※経験年数や能力に応じます
●休日 年間休日120日
●待遇 交通費支給（月50,000円まで）、昇給有り、賞与年2回、
　　　 社会保険完備、産休産後休暇有り、時短勤務制度有り　等

保育士正社員
オープニングスタッフ募集！

株式会社プロケア 大阪支社
大阪市北区茶屋町1-27
ABC-MART梅田ビル4F
受/9時～18時（月～金）
土日祝休み
06-6292-5807（担当/藤木）

一緒に小規模園で
あったかい保育を
してみませんか？

ママたちの就活
私はこうやって
　　　　仕事を見つけました


