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　歯科医師、歯科衛生士の診療をサポートするケアスタ
ッフを募集！　私たちは、「健康な生活は健康な歯から」を
合言葉に高齢者の自立支援を目指し、日々笑顔で診療
にあたっています。現在勤務中のスタッフも未経験からス
タートしております。しっかりと研修がありますのでご安心く
ださい。訪問歯科は、対象となる患者様が高齢の為、スタ
ッフはお年寄りに優しいことが何より重要で
す。患者様の立場に立って診療をお手伝い
して頂ける方をお待ちしております。

20代～50代の女性スタッフを募集
訪問が困難な人のための訪問歯科診療

求人概要
勤務地 ： 医療法人社団　高輪会グループ　六甲パーク歯科
　　　　（神戸市灘区篠原南町1-6-1　六甲篠原パークマンション１Ｆ）
最寄駅：阪急神戸本線六甲駅より徒歩4分

職訪問歯科ケアスタッフ時 平日（月～金）週2日以上～　9時～18時※変動の可
能性あり　休憩60分給時給1,000円　※試用期間3カ月有。研修有。待交通費
支給（上限50,000円／月）、研修制度あり、社会保険完備（週30時間勤務以上）、制服貸与
（ポロシャツ、チノパン、シューズ）資普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）、歯科・介護経験者歓
迎、未経験者歓迎応随時受付中。まずはお電話ください。

受付／9時～18時まで（月曜～金曜）
203-5447-2871（採用担当）

医療法人社団　高輪会

パパ 訪問歯科ケアスタッフ 求人

≪ケアスタッフの1日の仕事の流れ≫
①診療所に出勤
②カルテや診療機材の車への積み込み
③歯科衛生士を乗せ出発
④訪問先で機材のセッティング、
　診療の準備
⑤診療開始！患者さまの誘導、
　診療のサポート
⑥診療終了
⑦診療所に戻って片づけ、翌日の準備
⑧業務終了

歯科衛生士さんと訪問歯科ケアスタッフ

カルテや機材の積み込みをお願い致します。 老人ホームやグループホームへの訪問がメ
インですが個人宅を訪問することもあります。

ア

大阪市淀川区西宮原2-1-3  SORA新大阪21
受／9時～18時　年中無休　

（株）ベネッセスタイルケア

70120-55-6651
【広告コード：CL0014】
http://saiyo.benesse-style-care.co.jp/
※全国290箇所以上の高齢者向けホームを展開

1日1時間、週1～の短時間でもOK
住宅型有料老人ホーム内勤務

求人概要
勤務地 ： グランダ夙川東 ケアステーション（西宮市神垣町6-13）
　　　　 グランダ岡本（神戸市東灘区岡本6丁目13-3） ※シャトルバスあり

職ご入居者様の介護・生活支援資介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
以上待有給休暇、介護福祉士資格手当ほか給基本時給1,450円、早朝・夜間
1,813円(早朝6時～8時、夜間18時～22時)※日祝はさらに時給20%UP ※交通
費の支給なし時 6時～22時の間で1日1時間～、週1日～相談可

パパ 介護職（登録スタッフ） 求人

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！

　ベネッセが運営する施設で働きませんか？ライフスタイルに
合わせて短時間の勤務ができるのがメリットです。ホーム内の
勤務なので移動がなく、「18時半～19時 A様の食事介助」な
ど、ご入居者様と1対1のケアでお手伝い内容が決まっている
から待ち時間もありません。また、登録スタッフ向けの研修もあ
りますので安心してお仕事をしていただけます。説明面接会も
随時実施中（要予約）です。

職 職種 待 待遇 時 時給 地 勤務地 資 資格 給 給料 諸 諸条件

求人情報求人情報
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！

20797-77-0151

給報酬は出来高制　※経験者優遇待 交通費全額支給　※週1回出社（未経験の方も可。研修あ
り）応履歴書（自筆・写真付）と書類選考結果通知用の返信封筒を3/31（金）必着で「日本作文指導協
会関西支社人事部」まで郵送ください。　※2次選考筆記試験あり、詳細は面談の上

宝塚市小林2-12-25-202（阪急小林駅徒歩3分）
日本作文指導協会  関西支社

在宅の仕事　小・中学生の作文の添削
及び、中・高校生の小論文添削

自宅でできるから忙しい
主婦にもぴったり。

作文添削 内職の仕事 求人

20798-65-5860 

職フェイシャル、ボディ、トータルトリートメントの施術時【社員】月8日休(週休2日制) 9時半
～20時、シフト制【ア・パ】9時半～夕方OK給【社員】月給20～25万円(皆勤・技術手当
含、経験・能力など考慮の上決定)試用期間:月給17万円～【ア・パ】時給900円～、試用期
間:時給820円～資高卒・エステスクール・エステ専門卒以上、経験者・土日祝勤務優遇
待各種社会保険、交通費支給、制服貸与、社員割引、各種手当

西宮市南昭和町4-10-1F　営／10時～20時
ESTHETIC&SPA ENVY〈エンヴィー〉

エステティシャン募集 未経験可 個室＆マンツーマン施術

パ アパパ正 ア

創業8年目の綺麗なサロン。
マタニティマッサージも学べます。

http://www.envy-esthe.com

エステティシャン
求人

西宮北口　エンヴィー　で検索

メールか郵送にて。応募の動機、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、ＴＥＬを記載し、
上半身と全身のお写真をお送りください（随時受付）。
〒566-0001　摂津市千里丘1-13-23　シティライフ ファミリーモデル係　
メール　info@citylife-new.com
※ご応募いただいた方は登録をさせていただき、ご依頼する際は編集部からご連絡させていただきます。

CityLife ファミリーモデル募集 パパの応
募

待ってます
！

シティライフ紙面にご登場いただけるファミリーを募集しています。

応募
方法 

From
CityLife

　わが子の難しい健康トラブルに全国
から相談が寄せられる同院。各メディア
に紹介されている「新脳針療法」で数
多くの良好例があり、家族が驚くほどの
復調を見せることも。個々に合わせて
頭部を中心に、手足にも針を打ち、微
弱電流を注入することで、萎縮した脳
神経細胞を活性化させ、脳内ホルモン
の分泌を促す。「たった数回で改善し
た」「おねしょをしなくなった」「コミュニケ
ーションがとれ理解力がでてきた」「笑
顔が多くなった」など、喜びの声が
続々。早く対処するほど、その後の改善
に期待が持てるそう。今すぐ相談を！

「針は小鳥が餌をついばむほどの刺激です。小児てんかんや自閉
症、発達遅滞、言葉の遅れ、喘息、夜泣き、目・鼻・口・耳・喉の不
調から、診断がついていないけど疲れやすいなどの気になる症状
まで、あきらめずに一度ご相談ください」と院長。

子どもの発達障害や体の不調を改善へ
原因である脳神経に「新脳針」でアプローチ針灸接骨院

206-6345-1000

大阪市北区堂島2-3-1　
受／9時～12時半、
　　14時～18時半　
　　(土曜は8時半～13時)　　
木・土曜午後、日・祝休診

　　新脳針医学研究所 堂島針灸接骨院
梅田

堂島針灸接骨院　で検索
より詳しく知りたい人はPC版HPへ
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大阪駅より徒歩10分

おなか・おねしょ
立ちにくい・
歩けない

発作・ふるえ・
がくがくする

吐く・どもる

かんしゃく・夜騒ぐ

ことば・運動機能の
遅れ・心の病気

骨・身体の異常

目・耳・喉・鼻
の不調

発達遅滞・
てんかん・
学習障害　

● 広汎性発達障害（6歳女児）
学校で毎日問題を起こしていましたが、針を受け始めてから授業への
取り組みが良くなり、以前より長く座っていられるようになりました。あ
いさつも言えるようになり、言葉の発音や数も良くなったので周囲も
本人も理解し易くなりました。

● 難聴（8歳男児）
溶連菌の感染により耳が聴こえにくくなり、病院で「中等度感音難聴」
と診断されました。学校でも机を一番前にしてもらうほどの症状。施術し
ていただいてから先生の声がよく聴こえるようになってきたようです。

● ウエスト症候群（1歳5ヵ月男児）
2・3日に1回の発作がありましたが、施術開始からほとんど無くなり、て
んかん波も以前よりおだやかになりました。寝返りもでき、手足が良く
動くようになりました。

利用者の声

特典「シティライフを見た」で
初診料1,000円割引
（2017年5月末まで・要予約・税別）

MENU
● 初診料・・・3,000円　● 施術料(大人)・・・6,500円
● 小児科（生後40日～高校生）・・・1,500円～5,500円
● お得な回数券・・・小児1回あたり3,600円～
（全て税別・障がい者割引、回数券割引あり・詳しくは要問合せ）

90年の歴史と多数の
改善実績を誇る同院。
世界的な学会でも高い
評価を得ている。赤ちゃ
んから大人まで幅広く
対応。

Open House on 6th April 2017
オープンハウス（要予約）
日時：4/6（木） 13時45分～15時
対象：現在2～6歳の子どもの保護者
Bazaar on 22nd April 2017
日時：4/22（土） 10時～15時
対象：誰でも参加可（予約不要）
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中山手通３

加納町
3丁目

各線元町駅より徒歩10分
各線三宮駅より徒歩13分

　21ヶ国、3歳～11歳の子どもたちが通う同校。
4月に開催されるバザーでは、色んな国の食べ物を
味わえ、ゲームや宝くじなど子どもが楽しめる催しも
たくさん！ぜひ国際色豊かな雰囲気を体験してみて。
実際の授業風景を見学したい人はオープンハウスも
チェック。

国際色豊かな楽しいバザーを開催
校内の雰囲気も体験できるチャンスインターナショナルスクール

　　　 St. Michael’s 
International School
〈聖ミカエル国際学校〉

元町・三宮

神戸市中央区中山手通り3丁目17-2　
近隣コインPあり

2078-231-8885
http://www.smis.org

　「次の休日、家族でどこに出かけようか
な？」、「急な平日休み、近場で遊べるところ
ないかな？」。おでかけ情報を探してみても
「あそこはもう行ったしな」、「できればなかな
か経験できないことがしたいな」と誰しも思
っているはず。日帰り観光体験の専門サイ
トTABICAには、そんなお悩みに応えてくれ
るニッチで魅力あふれるお出かけ情報がい
っぱい！開催日、エリア、目的別に簡単に検
索できて、予約も手間いらず。ワークショッ
プや街歩き、農業体験など家族の思い出
に残る旅がきっと見つかるはず！

"地域の暮らし"がプチ体験できる
気軽にお出かけしたくなる観光体験サイト

203-6869-0775
受付/月～金9時～19時、
土日祝7時～19時

　　

日帰り
観光体験サイト

特典　（3月末まで）
シティライフ読者限定の
1,000ポイント(1,000円分)ギフトコードを発行！
〈ギフトコード→9EYO6D〉
※新規登録時に入力すると1,000ポイント付与

　　運営会社
(株)ガイアックス

地域の暮らしを旅するサイト　TABICA〈タビカ〉
タビカ　で検索https://tabica.jp/

【兵庫県明石市】
魅力的な漁師の世界を
明石海峡周遊で体験！！

【兵庫県神戸市】
グルーデコ®レッスン！
海辺の雑貨屋さんでアク
セサリー作り。 
お土産は先生の作品！

その他にもたくさんあるよ！
【大阪市】３Ｄプリンタを使ってマスコットランプを作ってみよう
【京都市】冬の名物・むし寿司作り体験～粕汁付き～
【亀岡市】本格ラテアート体験“かめおかシフォン”も堪能
など

【兵庫県神戸市】
自分だけの雑貨づくり！
トールペイント1DAYレ
ッスン～季節のオーナ
メントづくり～

体験プログラム（一例）

詳細はコチラ▶

詳細はコチラ▶

詳細はコチラ▶


