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　「わかるまで時間延長しても教えてくれる」「クラブ活
動との両立ができた」「テストの点数が上がった！」と、13
年間地域密着のクチコミで広がってきたのが同塾。片
山・佐井寺・高野台・山田・西山田・吹田第二中学の生
徒が多く通い、1年弱で平均5教科100点前後UPの実
績が。各中学に合わせて過去問などから作成されたプリ
ントでテスト対策を受けることができる。テスト前は副教
科の対策もあるので、内申点対策もばっちり！「成績が上
がることで自信が出てクラブ活動などでも活躍する子が
多いです。自分で決めたことを達成するという経験をして
欲しい」と話すのは柿木先生。個々人のペースに合わせ
てもらえるので、文武両道もしっかりサポート。小学生か
ら通塾している生徒も多いというので1度お問合せを。

個々人のペースでわかるまでマンツーマン
「やればできる」を実感できる中学生活を

アシスト学習塾
五月が丘校
吹田市五月が丘西7-1プラネビル203
受／10時～22時

206 -6310-9555
http://assist-edu.com/

特典
「シティライフを見た」で
初月授業料月額無料（11月末まで）

・小学1.2年生コース国語・算数（60分／週2回）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,960円

・小学3.4年コース4科目（80分／週2回）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15,120円

・小学生5.6年コースA5科目（100分／週2回）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17,280円

・中学1.2年生コースA 5科目（120分／週2回）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,680円

授業料一例（一ヶ月）
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こども食堂ムーブメントを広げよう
～豊中市･『千里中央こども食堂』訪問～

取材・文　編集部 木下

取材協力：千里中央子ども食堂をはじめようの会　
Facebookページ　
https://www.facebook.com/senchu.kodomoshokudou/　
予約メールアドレス　2sons.kaachan2016@gmail.com 

　北摂でも徐々に増えつつある『こども食堂』。
今回は「千里中央子ども食堂」を取材した。

　代表の向井さんが「千里中央子ども食堂をはじめようの
会」を立ち上げ、子ども食堂開設の準備をスタート。チラシを
作成して開催場所の千里公民館などに設置してもらってい
る。プレオープン、8/29の本開催初回を経て、この日は通算3
回目の開催。残念ながら2回とも雨模様だったこともあり、参
加者が少なかったが、今回はチラシ設置箇所が増えたことも
あり、参加者も増えて、会場は賑やかな雰囲気に。事前予約
以外の参加もあり、今までで1番の賑わいだったそう。ボランテ
ィアの方と楽しげに料理する子どもの姿が印象的だった。
　こちらのこども食堂も、ボランティア不足や資金不足など問
題を抱えている。「今回初めてFacebookページで食材募集
を呼び掛けてみたところ、希望していたものをすべて集めるこ
とができた。今後も呼びかけていきたい。小学生にもっと来て
もらえれば…」と向井さん。次回は11/10（木）に開催予定。 メニューはカレーと野菜のピクルス

※ボランティアや食材募集などの情報は
Facebookページなどで発信。参加希
望者はできれば事前にFacebookペー
ジのメッセージ、もしくは左記メールアド
レスにご予約を。（当日でも可）

学研教室 大阪北事務局 吹田市江坂町1-23-101
大同生命江坂ビル11F

お申し込み・お問合せは

©学研教室

※ご都合の合わない方、小さなお子さんのいらっしゃる方、お近くのカフェなどで
個別にご説明させていただきますので、気軽にご相談ください。

11/10（木）10時30分～12時
新阪急ホテル1Ｆラウンジ カフェ説明会(要予約)
最寄：地下鉄梅田駅

11/11（金）10時～12時
Gakken大阪本社 会議室3号室
最寄：北大阪急行江坂駅①出口

11/17（木）10時～12時
阪急グランドビル26階 会議室11号
最寄：地下鉄梅田駅

11/30（水）
10時～12時
吹田市文化会館
(メイシアター) 
第2会議室
最寄：阪急吹田駅箕面市立市民会館(グリーンホール) 2階小会議室

最寄：阪急バス 箕面市役所前

11/25（金）10時～12時

0120-889-100 24時間HPより
お申込みいただけます

子どもたちを「育む」仕事。
子どもたちに励まされる仕事。
学研教室のせんせいになりませんか

学研教室の先生募集中

学研先生 検索

将来ずっと続けられる仕事がしたい方におすすめ！定年がなく
女性が生き生き輝けるお仕事です。「どんなお仕事?」
その興味だけで説明会へのご参加大歓迎です。

詳しくはお近くの説明会へお越しください！

ずっと
続けられる
仕事！

　中高生にはこの時期、特に期末テストや
＆受験対策を実施する同塾。担任制により、
テストで点が上がるように過去のテスト分析
を行い、個々に合わせて課題やカリキュラム
を変えているのが特徴。また“宿題をやって
こなければ居残り”“毎単元ごとに行う確認
テストは全問正解するまで再テスト”という徹
底ぶり。5教科に対応しているから、教科の
変更や受講教科と異なる教科の質問も
OK。今年も阪大や神大、過去には京大・東
大など、国立大学・難関私立大学の合格実
績多数。授業以外も自習室で好きなだけ勉
強ができる。冬期講習のみの受講も可能。

受験や期末対策へ、11/15（火）までの
問合せで 先着7名：3カ月授業料無料

ニュートン式
個別指導

吹田

吹田市千里山東
2-28-10 2F

小1・2 10,000円→5,000円
小3～6 13,000円→8,000円
中1・2 14,000円→9,000円
中3 15,500円→10,500円

受／13時～22時

期間限定キャンペーン授業料（月4回/1コマ75分）
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吹田市山田東
2-24-9 
シャルム88-105

吹田山田校 吹田千里山校

70120-947-183
http://kibojuku.com/

通常　 キャンペーン価格
【山田校】

小学生 13,000円→6,000円～
中学生 14,000円→8,000円～
※高校生は問合せを
※適応後は、ずっとキャンペーン
　価格になります。

入塾特典  「シティライフ見た」で
3カ月授業料無料

（11/15（火）まで、先着7名限定）

通常　 キャンペーン価格
【千里山校】
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ニュートン式個別指導 希望塾

応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●10月号の答え　クツワムシ

MBSアナウンサーカレンダー
ふだんの仕事姿から放送業界が垣間見られる!?

　もう今年も残すところ、あと2ヶ月。そろそろ2017年のカレンダーをどうし
ようかな…と考えている人もいるのでは? そこでご紹介したいのが、「MBS
アナウンサーカレンダー2017」。内容はいつもテレビやラジオでおなじみの
MBSアナウンサー３８人の「本番前！」に密着。緊張あり！ 笑いあり！ 日頃、
放送では見ることができない素顔を見ることができる。また、最終ページに
は「MBSアナウンサーの私、コレがないと始まらないんです！」のクイズ付
き。発売５周年記念としてアナウンサーのポストカード２枚も付いている。誰
のポストカードが入っているのかは、開けてみてからのお楽しみ・・・！

おすすめ
情報

【販売価格】 1,500円（税込）  サイズ ： Ｗ295×Ｈ210㎜  表紙込２８ページ・壁掛けタイプ
【販売総数】　2,300冊　【販売場所】　ＭＢＳ1階　らいよんデイリーストア
ＭＢＳショッピング　http://www.j-shopping.jp/mbs/
Amazon、ジュンク堂書店（京都店・難波店・近鉄あべのハルカス店・三宮店）
ＭＡＲＵＺＥＮ＆ジュンク堂書店梅田店  紀伊國屋書店梅田本店 

【問い合わせ】Ｍビジョン推進局開発部　TEL.06-6359-1123

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

青森特集&周年祭

お客様感謝デー

大紅葉祭

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

11/6（日）

お客様感謝デー
肉の日特集

11/20（日）

11/30（水）

11/13（日）

11/27（日）

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》

コープ共済

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。

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 !
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・ベーカリー・食品 など
〈時間〉7：00～20：00
　　　（週20時間以内）

●パート
時給／890円
　　～920円
各部門
まずはお気軽に
お電話ください。

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！！

●11/20（日）
●11/30（水）


