
City Life Hokusetsu WEST   2017.17

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

お客様感謝デー

スペシャル火曜市!
どなた様でも1割引!

お買い物金額3倍!
トリプル抽選会

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

1/3（火）
    4（水）

お客様感謝デー
1/30（月）

1/10（火）

1/20（金）

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！！

●1/20（金）
●1/30（月）

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 !

お問合せ ： 20120-781-079 茨木支店 受／平日（月～金）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。

 豊中教室
日程：1/14（土）14時～15時
　　　1/17（火）11時～12時
会場 ： 豊中市中桜塚1-4-33 安藤ビル2Ｆ

 箕面教室
日程：1/13（金）14時～15時
　　　1/16（月）10時～11時
会場 ： 箕面市箕面6-6-52 
　　　ニチイケアセンター箕面2F

 茨木教室
日程：1/11（水）15時～16時
　　　1/14（土）10時～11時
　　　1/25（水）10時～11時
会場 ： 茨木市別院町1-21 
　　　丸屋ビルアネックス3Ｆ

無料説明会開催（予約不要）

　介護の現場を知り尽くした
講師陣の指導で、一人ひとり
着実にスキルが身につくと定
評のあるニチイの介護職員初
任者研修が特別価格で受講
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
機会に一生身に着けられる
資格を取ろう！

介護職 ニチイの介護職員初任者研修が特別価格で 
介護職のデビューを全面サポート資格

「シティライフ見た」と無料説明会に
お申込みの方、下記研修が
特別価格（30%OFF）に
● 介護職員初任者研修
　・・・・・・・・・・・・・・118,800円→83,160円
　※2月末までの開講クラスが対象
● 介護福祉士実務者研修
　・・・・・・・・・・・・190,290円→133,203円
　※ホームヘルパー2級または介護職員
　　初任者研修の資格者
　※3月末までの開講クラスが対象

まなびネット　で検索

パ ア

詳細は下記に記載
正 パ

介護で15年の実績。介護職員初任
者研修資格を当社講座で取得すれ
ば自己負担実質ゼロ、他社講座でも
最大65000円分を負担します！

　オープニングスタッフとしてゼロから施設をつくりませんか？「介
護の仕事をしてよかった」と思える職場環境としっかりしたマニュ
アルを整えています。夜勤回数や残業は無理なく、有給もしっか
り消化できます。2017年5月研修
スタート、早期入社の相談も可。

2017年6月オープン予定の新施設
長く仕事を続けられる環境で安心

地下鉄御堂筋線 江坂駅
徒歩4分

大阪市淀川区西宮原2-1-3  SORA新大阪21
受／9時～18時　12/30～1/3休み

㈱ベネッセスタイルケア

20120-55-6651
【広告コード：CL0011】
http://saiyo.benesse-style-care.co.jp

【求人概要】（A）介護福祉士（B）初任者研修

介護スタッフ（①常勤 ②非常勤）

[就業場所]2017年6月オープン予定
ここち江坂（仮） ／吹田市広芝町10-14-1（仮）
※全国290箇所以上の高齢者向けホームを展開

オープニング説明会開催中（要予約・日程の合わない方は応相談）
1/8(日)・15(日)・21(土) 各日11時～12時半、15時～16時半　会場：左記13F
①常勤
　（正社員）

給（A）月給220,000円～（B）月給204,500円～
時シフト制（早・日・遅・夜勤）、4週8休制
給（A）時給1,090円（B）時給990円
時 実働8hのシフト制（早・日・遅番）、週2～5日

②非常勤
　（パート）
仕 入居者様の介護・生活支援 資介護職員初任者研修（旧ホームヘルパ
ー2級）以上 待昇給、有給休暇、交通費規定内支給ほか、①賞与、前後期
休暇、社会保険完備、共済会（福利厚生）、保育手当、退職金制度ほか、雇
用保険、社会保険（加入条件を満たす方）

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！

営／月～金11時～19時、土日祝10時～18時児童デイサービス やま
206-6871-3457（採用担当：勝山）

給療育指導員、補助スタッフ、児童送迎スタッフ給パート：時給900円～、正社員：月給15万円～
22万円（3ヶ月試用期間有り）※経験者は応相談時 11時～19時　シフト制・週休2日待交通費支給、
社保完、自転車・車通勤OK資年齢不問、主婦（夫）、学生さん大歓迎応まずはお気軽にTEL下さい。

【求人概要】

パート：時給900円　正社員：月給15万円～22万円（3ヶ月試用期間有り）
パ 正 阪急山田駅

徒歩10分以内
療育指導員

吹田市津雲台4-1-6　

　結婚や出産、育児など様 な々理由で看護師の仕事から離れ、復帰に
対して漠然とした不安を抱えている方のために、ニチイ学館では「看護
職復帰応援プログラム」を開催する。内容は看護職を取り巻く環境の
変化など、復職に役立つ講義をはじめ、看護技術体験（バイタル測定、
血糖測定、経管栄養）や、デイサービス見学など充実している。お仕事
相談のみの参加もできるので復職の第一歩として参加してみては。

資格を生かして
看護師への復職を看護職復帰

応援

日程：1/20（金）13時～16時半　※お仕事相談 16時～16時半
　　　2/16（木）13時～16時半　※お仕事相談 16時～16時半
会場：ニチイケアセンター箕面　箕面市箕面6-6-52　2階
お問合せ ： 2072-631-2225 茨木支店 担当：奥平
受／平日（月～金）9時～17時15分
※参加日当日は参加要件を確認するため、資格証（写し可）をご提示ください。

看護職復帰応援プログラム（参加無料）
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箕面5丁目ニチイ看護師ナビ　で検索

○○○専門店のホール・キッチンパ ア
JR○○駅

16万～28万
サロンでの業務全般正 亥子谷バス停留所

徒歩1分

少人数制でアットホームな職場です。
のびのびとお仕事ができますよ！

　ベテランスタッフが丁寧にご指導・サポートいたし
ますので、未経験の方も安心してスキル習得ができ
ます。隠れ家的なところや落ち着いた雰囲気の店内
はお客さまにも好評です。スタッフ同士もとても仲良
しですのでお気軽にご連絡ください。

週休2日 スキルが身につく 未経験もOK

吹田市五月が丘北1-15
ベストレジデンス南千里4F
受／10時～19時　日祝定休

ヘルシースリムJuu
〈十全美容整体院併設〉

206-6816-7897

職エステティシャン　給 16万～28万（基本給+歩合、店長手当・インセン
ティブあり、頑張り次第で月28万以上も可能、研修期間中も給料の低減なし）
時 10時～19時　休週休2日制（日曜・祝日と平日1日）年末年始、夏季休暇
待 交通費支給、社会保険完備、インセンティブあり、ノルマなし、制服あり、
マイカー通勤あり　資 未経験歓迎、経験者優遇、年齢不問
応まずはお気軽にお電話ください

【求人概要】

ヘルシースリム Juu　で検索

ママたちの就活
私 はこうやって
仕 事を見 つけました

子育てを優先しながら、自分らしく働いてみませんか?

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→

職 (1)スタイリスト(2)アシスタント時 8時半～18時45分の間で応相談、週2日～OK！
給時給900円～/月給17万円+業績給待各種保険、交通費（1万円迄）、ミニボーナス年
2回、夏期・冬期休暇資要美容師免許応まずはお電話にて

豊中市東寺内町12-1
Hair Studio Bam-boo

週2日勤務のパートさん、日祝休みの正社員(ママさん)も活躍!

パ ア

206-6386-0607 採用担当

時給900円～/月給17万円+業績給
(1)スタイリスト(2)アシスタントパ ア ア正 緑地公園駅

徒歩1分

STAFFみんなでフォローし
ながら、無理なく活躍できる
サロンでお仕事しませんか？


