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英語専門個別塾の塾講師

『 住みなれた街で働きたい 』そんなアナタを待ってます！

求人

週1回〜、未経験OK 主婦でも働きやすい英語の先生
職 英語専門個別塾の塾講師 時 シフト自己申告制(平日16時〜21時、土曜9時〜21時)、週１回
以上〜、希望の日にちや科目を相談した上で勤務日を決定。給 コマ給(80分)1,800円〜 待 各種
手当あり、交通費全額支給、昇給あり 資 専門・短大・大学生以上※大学中退は応相談、他塾との
掛け持ちOK、未経験者・フリーター・主婦・大学生歓迎 応 下記電話にてお問い合わせください。

英検アカデミー 箕面教室・豊中教室

英語講師募集
50代・60代も活躍中！

箕面市箕面5-1-6 3F、豊中市本町3丁目1-20
0077-78-9981
http://eiken-academy.com/

職 職種

作文添削 内職の仕事

時 時間

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

求人

まで
206-6338-0640「求人コーナー係」

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
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

日本作文指導協会

関西支社
宝塚市小林2-12-25-202
（阪急小林駅徒歩3分）

地元で働く女性のための求人サイト

自宅でできるから忙しい
主婦にもぴったり。

20797-77-0151

パ ア
正
パ

フリーランススタッフ募集
弊紙CityLifeで活躍してくれるフリーランスのスタッフを募集します。
地元の魅力を伝えるための情報紙であなたの力を活かしてください。

（中央区・灘区・東灘区）
■取材エリア 神戸市
阪神間
（西宮・芦屋）
大阪北摂エリア
（高槻・茨木・摂津・吹田・豊中・箕面）
■応募資格

高卒以上20歳〜50歳位まで。
募集職種の経験が3年以上ある方
（ライターはディレクター経験のある方歓迎）
■募集職種 ライター・カメラマン・イラストレーター
シティライフweb採用応募フォームから。
http://www.citylife-new.com

毎月更新→

http://machishigoto.citylife-new.com/

ライター・カメラマン・イラストレーター

■応募方法

待 待遇

こんな人を求めています
取材力、文章力はもちろんですが、企画
立案、紙面構成を考えたり、
ディレクショ
ンができる方を特に求めています。
もちろ
ん、
グルメ、
ヘアサロン、
エステ、教育、子
育て、住宅関係など、専門性の高いライ
ティングができる方も大歓迎。まずは採
用応募フォームからお申込みください。

介護スタッフ
（①常勤 ②非常勤）

求人

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

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！

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。

【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）
3/12(日)、3/25(土) 各日11時〜12時半、15時〜16時半 会場：左記13F
①常勤
給（A）月給220,000円〜（B）月給204,500円〜
（正社員） 時 シフト制（早・日・遅・夜勤）、4週8休制

（株）ベネッセスタイルケア

大阪市淀川区西宮原2-1-3 SORA新大阪21
受／9時〜18時

70120-55-6651

②非常勤
（パート）

【広告コード：CL0015】
http://saiyo.benesse-style-care.co.jp/

給（A）時給1,090円（B）時給990円
（早・日・遅番）
、週2〜5日
時 実働8hのシフト制

職 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）

[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

応募方法／はがきもしくはFAXに

EXPO'70パビリオンとは

解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。
これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、
そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

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

●2月号の答え ユキガッセン

東京でのプレイベントを経て、いよいよ開催！
大阪万博の記念館EXPOʼ70パビリオン企画展
「The Legacy of EXPOʼ70 建築の記憶―大阪万博の建築」
は
3月25日
（土）から７月4日
（火）
まで開催致します。
観覧料 一般400円、中学生以下無料。
※別途自然文化園入園料が必要。

橋爪 紳也氏

大西若人氏

企画展開催記念 対談「建築の記憶 ―大阪万博の建築」

重く、巨大な構造物から、軽く、小さな、動く
ものへと建築の在り方の転換を予測させた
大阪万博。パビリオン建設には、実験劇場さ
ながらの創意工夫が重ねられることになりま
す。構想段階の設計図や模型写真、建設現場
記録など、大阪万博会期の前・後のプロセス
を、
これまで公開される機会の少なかった資
料を中心にご紹介します。

日時

3/26（日）14:00〜16:00（開場13:30）

会 場

EXPO 70パビリオン
橋爪紳也氏 大西若人氏（朝日新聞編集委員）
80名
無料 ※要展覧会チケット

登壇者
定員
参加費
申込み

メールでの事前申込制、
先着順
（申込期間2月25日〜定員になり次第締切）
メール banpakuevent@bmkkc.or.jp
※件名に
「3月26日大阪万博の建築参加希望」、
本文に
「氏名、
フリガナ、電話番号」
を明記ください。

万博記念公園 自然文化園内
時間／10時〜17時
（入館は16時30分まで）水曜休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料）※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要

206-6877-4737

公式Facebookに
「いいね！」
しよう

毎週火曜日 20分限りの

タイムサービス実施中！
●11：00〜11：20
●11：00〜11：20

青果コーナー全品2割引セール
魚コーナー全品2割引セール

まねき屋亥子谷店

年中無休

吹田市山田西1-13-1 106-6875-1122

スタッフ大 募 集
〈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。

シェフカワカミ 桜塚店

豊中市南桜塚3丁目6-27 106-6846-8001

月掛金は1,000円から

家族みんなの
基本の保障

コープ共済

《たすけあい》

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。

コープ東豊中

豊中市東豊中町4丁目3番13号 106-6848-2561

3/7（火）

どなた様でも1割引!

スペシャル火曜市
春のうまいもん特集
四国・九州特集&
3/20（月祝）
お客様感謝デー

山田店

3/12（日）

3/30（木）

阪急山田駅
デュー阪急山田1F

お客様感謝デー

SUPER
MARKET

KOHYO 山田店

吹田市山田西4丁目1-2-101
206-4863-5040

● 3/20（月祝） 感謝デー！
！
● 3/30（木） 感謝デー！
！
●毎月15日

GG感謝デー！
！

阪急曽根店

※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。
SUPER
MARKET

KOHYO 阪急曽根店 106-6842-5040

豊中市曽根東町3丁目1-1 ティオ阪急曽根1F

毎日

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
高 槻 店 高槻市大蔵司３-１４-４

安い !
106-6872-8739
106-6843-0589
106-6151-2224
1072-795-1552
1072-665-4567
1072-761-7777
1072-698-4130

