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歌が苦手から好きになる
30分で声の違いを実感しよう
　気さくで親切丁寧な先生のレッスンで「上
手に歌えるって気持ちいい!」が、すぐに体感
できるUSボーカル教室。歌に自信がない人
もどんどん上達していくと評判で幅広い年齢
層の方が通っている。まずは30分の無料体
験から始めてみよう！

吹田市豊津町1-25　
森田ビル3Ｆ
受／10時～20時

20120-1692-88
http://www.us-owners.com/onten/

USボーカル教室 江坂駅前校
〈ユーエスボーカルキョウシツ〉 コ

ー
ス
内
容

「シティライフを見た」で
● 初月謝3,000円引き上記コース料金より割引

（12月27日まで）お気軽にお問い合わせを

特

　典 

● グループレッスン（2～3名） 月謝：8,640円（4回）
● 個人レッスン（1名） 月謝：10,800円（2回）
　30分の無料体験を随時実施中。
　申込・詳細は左記ホームページより
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女性専用パソコンスクール
自分のペースでスピード上達
　パソコン教室とは思えない清潔感ある
広 し々た内装に講師も生徒も女性のみとい
う珍しいスクール。「女性を応援」との想い
から10時～19時20分までのレッスンを用
意、カリキュラムを設けずに自分のペースで
好きな時間に上達が可能だ。月額のお得な
料金体系や買い物の荷物を冷蔵庫で預か
ってくれるなど女性への気配りが素晴らしい。

「まさか自分が講師になるとは」と話すのは経験ゼロの
生徒だった奥田さん。受講者側の気持ちも親身にな
ってくれる。

箕面市箕面5-1-45
木日祝定休

2072-734-8117
http://waltz-mino.com/

ワルツパソコンスクール箕面

●予約時に「シティライフ見た」で
1ヵ月分の会費（5,000円）が無料

（12月末まで）

特

　典 
無料体験会…随時実施中

お問い合わせ→日程調整→無料体験
講座やイベントも定期的に開催。１２月の講座は「パソコンを使って、
クリスマスオーナメントを作成」　※詳しくはＨ．Ｐをチェック

市民記者が実際に体験
リアルな取材記事も要チェック
「City Life NEWS」市民記者が、レッス
ンの雰囲気や流れをわかりやすくレポート！

エクセル/ワードスターターコース
……………各20,000円（両コース受講なら30,000円）
入会後は月5,000円（税別）で通いたい放題
その他各種コース…………………………5,000円～池
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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→

職ホール・キッチンスタッフ時 8時～16時の間で1日6時間、週2～3日のシフト制
給 890円～待まかないあり・自転車通勤OK応まずはお電話ください

摂津市千里丘1-13-23
LOHAScafé〈ロハスカフェ〉

週2～3日のシフト制LOHAScafeで一緒に働きませんか？

206-6338-0640(採用担当：木戸)

時給　890円～
カフェのホール・キッチンスタッフパ ア

JR千里丘駅からのアクセスもよく、栄養満点で身体に
やさしい料理を提供し、幅広い年代の方に人気の
LOHAScafe。ぜひお気軽にお電話下さい！

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

冬の北海道特集

連続お客様感謝デー

コーヨー山田店
リニューアルオープン

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

12/4（日）

お客様感謝デー
12/29（木）
      30（金）

12/10（土）

12/20（火）

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！！

●12/20（火）
●12/30（金）

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 !

ゲームは昔のファミ
コンから最新機種ま
で、壊れた本体や
箱・説明書のない昔
のソフトでも。

教材・絵本・玩具・ゲーム・フィギュア・エアガン買取
買い取り専門店 トレジャー  
関西買取センター
受/9時～20時　年中無休
古物許可No．大阪府公安委員会
第622010123619号

70120-977-719  https://t-reasure.jp/

ディズニー英語システム・七田式・中央出版など買取例は
多数。資格取得教材（フォーサイト・TAC）、有名塾の教材
や通信教育教材・知育玩具なども。

買取例
●仮面ライダー系変身グッズや戦隊ロボ・レゴ・フィギュアなど
●子供服：メゾ・ラルフ他多数 スポーツブランドも
●絵本・木製玩具・知育玩具・知育CD・DVDなども

特典　「シティライフを見た」で
買取額20％UP！（12月末まで）

　使わなくなった子ども用教材やおもちゃ、ゲームな
どが自宅に眠っているなら、無料で出張買取をしてく
れる「トレジャー」に相談するのがオススメ！年間50
万点以上の買取実績を誇り、使用済みや欠品のある
教材でも査定OK。教材だけでなく、30年以上前の
ゲーム機やソフト、子ども服など買取対象は様々で、
高額査定なのも嬉しいポイント。コレクション品など
数十万円の買取や、業者さ
んからの依頼も大歓迎！送
料無料の宅配買取もOKと
のことなので問合せしてみ
よう。

使用済みや欠品があっても査定OK
無料出張でまとめて買い取ってもらおう

不要な教材や
おもちゃがあったら

吹田市南吹田5-2-5
営／9時～20時　水曜定休

進和リフォーム株式会社 特典
「シティライフを見た」で
6帖洋室1室の
壁クロス張り替え無料！

（外壁塗装された方、
 12月末まで）

　自社社員の施工なので、どこのお宅に対しても高い品質で施
工。安心の3回塗りで、必要に応じてバイオ洗浄や高圧洗浄でカビ
や苔を根こそぎ排除する。外壁のトラブルは塗装して大体1～2年
後にわかるのが怖いところ。同社なら地域密着で10年保証もして
いるので安心。それでいて、職人直請や材料直接仕入れなので35
坪以内55万円（税別、足場代込）という低価格を実現している。

丁寧な仕事や対応が評判
1戸建て35坪以内55万円

外壁塗装をしたい！

70120-46-7760
メール:info@shinwa-reform.co.jp

「失敗しない塗装工事
7つの防衛策」をプレゼント！
お電話で申込を。進和リフォーム　で検索

小冊子プレゼント！ 
（先着20名様）

暮らしサポート
プロに任せて安心快適!

《カルチャー・お稽古特集》


