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ＭＢＳアナウンサー コトノハ
ものがたりの世界２０１７

　ＭＢＳアナウンサーによる朗読イベントは初演から2２年を迎え、今回は
「豊中市立文化芸術センター」のオープニングに合わせての公演となる。
出演アナウンサーは２２人（予定）で、ゲストには、ＭＢＳテレビ「ちちんぷい
ぷい」の人気コーナー「とびだせ！えほん」でおなじみの絵本作家・長谷川義
史さんが登場。ＭＢＳアナウンサーの「コトノハ」と長谷川さんの絵で紡ぐ
「ものがたりの世界」を昼公演、夜公演と趣向を変えて届けてくれる。
【昼公演の見どころ】
　発行部数が４０万部を超える大ベストセラー絵本、のぶみ作「ママがお
　ばけになっちゃった（講談社）」や、かこさとし作「どろぼうがっこう」（偕成
　社）など子どもから大人まで楽しめる6作品を。
【夜公演の見どころ】（未就学児不可）
　宮沢賢治　作「セロ弾きのゴーシュ」や
　人気の女性時代小説家の高田郁さんの作品など大人の皆さんに
　 じっくりきいていただける5つの物語を朗読。

おすすめ
情報

【公 演 名】 ＭＢＳアナウンサー　コトノハ　ものがたりの世界２０１７
【開 催 日】 平成２９年３月５日（日）　【開演時刻】 昼公演：１３時～、夜公演：１７時半～
【開催場所】 豊中市立文化芸術センター（豊中市曽根東町　阪急宝塚線曽根駅より徒歩5分）
【出　演】 ＭＢＳアナウンサー２２人（予定）、ゲスト:絵本作家　長谷川義史さん　
【入 場 料】 昼公演　大人１８００円、子ども５００円（４歳～中学生）
　　　　　夜公演　一律１８００円　（未就学児入場不可）　※全席指定・税込
【チケット】 各プレイガイドなどで一般発売     チケットぴあ0570-02-9999【Pｺｰﾄ：゙454-717】
ローソンチケット0570-08-4005【Lｺｰﾄ：゙ 54601】  CNプレイガイド0570-08-9999　イープラスhttp://eplus.jp
【お問い合わせ】「ものがたりの世界」公演事務局　TEL.０６-６５３８-９９４４（受付10時～18時）

MBS 松川アナウンサー

[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）
地下鉄御堂筋線 江坂駅 徒歩4分
※全国290箇所以上の高齢者向けホームを展開

大阪市淀川区西宮原2-1-3  SORA新大阪21
受／9時～18時

（株）ベネッセスタイルケア

70120-55-6651
【広告コード：CL0013】
http://saiyo.benesse-style-care.co.jp/

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

【求人概要】（A）介護福祉士（B）初任者研修
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）
2/12(日)、2/25(土) 各日11時～12時半、15時～16時半　会場：左記13F

介護スタッフ（①常勤 ②非常勤）パ ア正 パ

　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。

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65,000円分
を負担します！

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）

求人

　資格のある方、もっとスキルをあげて働きたい方大歓迎！
無資格でも、長く働く事ができる体制をとっています。又、ス
タッフ同士連携がとれている為、気軽に無理なく働く事が
できます。これからの時代、益々必要とされる介護の仕事。
私たちと一緒に働きませんか？

資格取得支援制度も充実
スキルを身につけて介護してみませんか？

求人概要
（Ａ）グループホーム寿 常勤・パートスタッフ　
（Ｂ）アール介護サービスステーション　常勤・登録ヘルパー

206-6385-6881
（本社採用担当）
　　　  タネムラ・ウメハラ

吹田市垂水町3-10-8

アール・オー・エス
西日本株式会社
アール介護
サービスステーション

パ ア正 パ 介護スタッフ（①常勤②パート） 求人

①常勤 
給（Ａ）174,000円～224,000円
　  （Ｂ）190,000円～

時 週休2日シフト制

②パート・登録ヘルパー
給（Ａ）900円～1,100円（経験による）
　  （Ｂ）身体介護1,600円、
　  家事1勤務1,350円（別.特別加算あり、処遇改善手当あり）
時 週1日からＯＫ（実働5ｈ～）

勤（Ａ）吹田市寿町（Ｂ）吹田市垂水町資（Ａ）無資格可・ヘルパー2級以上あれば尚良し（Ｂ）ヘルパー2
級・介護福祉士あれば尚よし待 年間休日108日、賞与（一時金）実績に応じて支給、各種保険完備

［相談窓口設置］

2072-730-2290 

職ホールスタッフ時 平日…10時～15時（週2回～1日3h～）※長時間働きたい方はご相
談を給 時給900円～待昇給有、制服貸与、5h勤務でまかない有資主婦（夫）・未経験・
初バイト歓迎応まずはお電話ください

箕面市船場東3-9-2-1F
天ぷらの山

20～40代の主婦が活躍中・週2～1日3h～OK

パ アパ ア

平均勤続年数5～6
年と定着率も高く働
きやすい職場です。http://yama-yama.com/

ホールスタッフ 求人

　農薬や化学肥料を極力使わない農産
物、エサや飼育方法にこだわった水産・畜
産品など安全かつ高品質な商品が揃って
います。広い通路に手に取りやすいショー
ケース、休憩ができるレストスペースなど、
快適に買い物ができる空間です。幹線道
路沿いにあるのでアクセスも便利です。

安全で高品質な
商品が豊富に揃う

暮らし上手な皆さんにはおなじみのコープこうべ。各店のこだわりや魅力をお届けしていきます。

店長  
柏木 浩志さん

コープ箕面中央 箕面市坊島1-1-15
2072-720-3021
営／10時～20時50分
無休（元旦を除く）

大阪府内の店舗一覧　

ミックスキャロット
右）88円　左）328円

オススメ商品

35年のロングセラー商品。

フレンドリーバナナ
258円

オススメ商品

オススメ商品

香りがよく粘りがあり、
まろやかな甘さの安心
品質のバナナ。

兵庫県産一年かき
498円
栄養豊富な播磨灘育ちのかき。

〈豊 中〉
●コープ東豊中
　豊中市東豊中町4-3-13
●コープ蛍池
　豊中市蛍池中町3-2-1
●コープ桜塚
　豊中市南桜塚2-1-10
●コープミニ桜の町
　豊中市桜の町2-1-6
●コープミニ泉丘　
　豊中市東泉丘2-14-20
●コープミニ城山
　豊中市城山町2-5-12
●コープミニ西緑丘
　豊中市西緑丘1-1-38

〈箕面市〉
●コープ箕面
　箕面市桜ヶ丘5-6-6
●コープ箕面中央
　箕面市坊島1-1-15
●コープミニルミナス箕面
　箕面市如意谷4-6-19

〈池田市〉
●コープミニ伏尾台
　池田市伏尾台3-4-1

●コープミニ井口堂
　池田市井口堂2-7-18
●コープミニ上池田
　池田市上池田2-4-6-101

〈吹田市〉
●コープ吹田
　吹田市五月が丘西1-1
●コープミニ山田
　吹田市山田東4-17-12-101

〈茨木市〉
●コープ茨木藤の里
　茨木市藤の里1-10-2
●コープ茨木白川
　茨木市白川2-2-10

〈高槻市〉
●コープミニ氷室
　高槻市氷室町4-2-5

〈豊能町〉
●コープ新光風台
　豊能郡豊能町新光風台2-18-5

〈島本町〉
●コープ島本
　三島郡島本町青葉1-2-10

コープこうべ くらしの情報センター
20120-443-100（無料・年中無休）
火～金：8時半～19時半　土～月：8時半～18時
※12/31～1/3は8時半～18時

コープ商品
の魅力を知って
もらいたいです。

※全て税別

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→

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。

吹田市津雲台4-1-6　営／月～金11時～19時、土日祝10時～18時　
児童デイサービス やま

パ アパ 正 療育指導員 求人

阪急山田駅徒歩10分以内

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）

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！


