
受付時間：9：00～16：30

◆JR中央線三鷹駅または吉祥寺駅からバス
◆西武新宿線西武柳沢駅
　または東伏見駅から徒歩7分

Tel.042-461-1125(代)

西東京市東伏見1-5-38

http://www.higashifushimi-inari.jp/

諸願成就のご祈祷に関東一円から
令和4年
厄年一覧

 2 年生

57年生

 3 年生

62年生

11年生

17年生

38年生

元年生

56年生

 2 年生

61年生

10年生

16年生

37年生

30年生

55年生

元年生

60年生

 9 年生

15年生

36年生

幼児の4歳

男の大厄42歳

女の大厄33歳

女の小厄37歳

男の25歳厄

女の19歳厄

男女の厄年

後厄 本厄 前厄

厄年に関わらず、厄除開運祈祷も随時お受けになれます

◆ご利益にあやかろうと、『お正月』に当神社へ初詣
　に訪れる大勢の人々。リピーターも増えています。
◆各種特別授与品も多数あり、家内安全・商売繁昌・
　厄除開運・交通安全などの祈願に
　訪れる人々が多いのですが、願い事・
　ご利益は多岐にわたっているという
　のが、稲荷神社の特徴です。

アクセス

東伏見稲荷神社

西武柳沢
西武柳沢駅東 新青梅街道

青梅街道
東伏見

東伏見公園

至新宿

東伏見

東伏見稲荷神社
京都・伏見稲荷大社のご分祀

東伏見稲荷神社新 東 京 百 景

良い年でありますようにと初詣良い年でありますようにと初詣
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検索

リバウンドしない高代謝ダイエット！『ただ痩せるだけではない』深部から身体を整え、免疫力もUP！

一人一人のパーソナルカルテのデータに基づいた施術を行います。
リラックスできる広々とした開放的な店内です。コロナ対策実施中。 女性専用　個室有　カードOK　予約優先制　駐車場完備

フェイストリートメント60分 3,900円
お肌の真皮層にアプローチ。
コラーゲン､エラスチンの質
を高め、細胞レベルでお肌が
若返る!活性酸素を除去しシ
ミ､シワ､たるみ､くすみ改善!
お肌の変化を実感頂けます。
(通常4,800円) 1月6日迄

美と健康スタジオ　メディビューティ
☎ 04-2959-3331

住  狭山市入間川1432-1
交 狭山スイミングクラブさん隣り
営  10:00～20:00
休  火曜日
≪フリーアクセス≫0800-800-3631

メディビューティ　狭山

滞った身体を｢ほぐし｣｢温め｣頑固なセルライ
トにダイレクトに働きかける施術！
お客様の身体のバランスを測定し、表面のケア
だけではなく、身体の内側までアプローチし、
お一人お一人の身体に合わせた最適な施術を
行います。身体の内側を活性化し血行促進、基
礎代謝・新陳代謝、免疫力UP！体内の老廃物
を排出し、むくみ改善！溜め込まない､太らな
い、リバウンドしない高代謝で巡りの良い身体
を創ります。施術後、実感いただけます！

特 典 高代謝ダイエット
90分　11,600円⇒4,800円

全身のセルライトを徹底除去して、代謝をアップ！お
客様の身体の状態に合わせた最適で効率的なセルライ
ト除去をご案内いたします。 [2022年1月6日迄]

特 典 体幹強化ダイエット
50分　4,800円⇒3,300円

体幹を鍛えて脂肪燃焼力もUP！腰周りのインナー
マッスルも鍛えられ、腰周り・ヒップ・ボディライン全
体も引き締まり美しい体型へ。 [2022年1月6日迄]

検索

子どもピアノお試し 3回 授業料7,700円⇒3,850円
正式入会時の入会金無料!!

初心者OK　お子さまから大人の方まで無料体験あり★カワイ音楽教室

知能の向上にもつながるピアノレッスンは
手指や認知が発達する4歳～のスタートが
オススメ!!初心者に大人気のレッスンです。
対象4～6歳。曜日・時間固定。
※正式入会時には、教材費と運営管理費を
　別途ご負担頂きます。

カワイ音楽教室

☎ 0120-329-154
住  所沢市小手指町4-19-8-109
交  小手指駅より徒歩5分
　※専用Ｐあり
　【受付】火～土　9:00～17:30

小手指センター

☎ 0120-329-154
住  狭山市入間川3-4-15
　プリマビル1F
交  狭山市駅より徒歩8分
　【受付】火～土　9:00～17:30

狭山教室

特 典 ♪大人の方はこちら♪
先生と1対1の30分の個人レッスン。

【初心者限定】3回 8,250円→4,125円
特典：正式入会時､入会金0円!!
有効期限：2021年12月25日 迄

特 典♪ピアノをはじめる前の３歳ソルフェージュ♪
満3歳から(4歳になったらピアノ個人レッスンにすすみます)
授業料：8,800円(教材代含) ※運営管理費220円別途
月3回 30分の個人レッスン　特典：入会金0円!!
12月25日までに体験後即決入会された方

TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ

TOWN GUIDE
地元を楽しもう

その他買い物住まいスクールリラックスヘアサロンキレイグルメ
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検索

忘年会のご予約はお早めに☆お得なコースあり！
ご予約専門 0120-897-014

素材にこだわったもんじゃ・お好み焼きをお楽しみ下さい♪
全席禁煙なのでお子様連れでもOK!個室・座敷もあり

駐車場あり　TAKE OUTあり

味のどんなもんじゃ
☎ 04-2901-0800

住  入間市豊岡1-9-5 (サイオス裏)
営 平日11:30～15:30
17:00～24:00(L.O.23:00)
土日祝11:30～24:00
休  火曜日

どんなもんじゃ

ランチ90分の食べ放題1,518円も大好評☆
もんじゃ焼き/お好み焼き全メニュー/焼きそ
ばが食べ放題！そしてソフトドリンクも飲み
放題☆もんじゃ焼きは約50種類!あなたに
ピッタリのもんじゃが見つかるはず!!店内の
消毒と座席間を広くとり営業中。
ご家族やお友達と広々とした店内でお腹いっ
ぱいお召上がり下さい。お座敷もあるので女
子会・お食事会にも最適です♪
もんじゃのテイクアウト始めました！

特 典とくとくコース…2,180円/1名
もんじゃ焼き・お好み焼き・鉄板焼きがメインのお得な
コース♪●もんじゃ焼き3品●お好み焼き1品●焼き物
2品●漬物2品●焼きそば1品●ドリンク4品☆+1,650
円で飲み放題！※4名様の場合の例※2名～ご利用可！
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埼玉県
マスコット

「コバトン」

「埼玉県コバトン健康マイレージ」は、18歳以上の県民の方を対象に、スマートフォ
ンアプリや歩数計を使ってウォーキングを楽しく続けられ、健康づくりを進めてい
ただくサービスです。歩数等によってポイントが付与され、貯まったポイントにより
豪華賞品が当たる抽選に参加できます。 ※賞品画像はイメージです

歩く！

1

歩数を送信！

2

抽選で賞品GET！

3 アプリのダウンロードはこちらから

iPhoneを
ご利用の方

Androidを
ご利用の方

 お問合せ
埼玉県コバトン健康マイレージ事務局
TEL.0570-035810
※ナビダイヤルの通話料金は発信者の負担となります。
〒330-9091さいたま新都心郵便局　私書箱159号
受付時間：9:00～17:00 （日・祝日・年末年始はお休み）
 WEB・お問合せ
https://kobaton-mileage.jp/

注意事項●本キャンペーンは、期間中に、コバトン健康マイレー
ジに「スマートフォンアプリ」で新規登録いただいた方が対象とな
ります。歩数計で新規登録いただいた方、アプリのお試し利用の
方は、対象外となりますので、御了承ください。●「埼玉県コバトン
健康マイレージ」は埼玉県に在住・在勤の方、または、本事業に参
加している団体(事業者、保険者)に所属されている方が参加でき
ます。 ●当選された方には、マイレージ参加時に登録された御住
所へ賞品を発送いたします。

登録
無料

お食事券等

楽しく歩いて健康になろう♪ポイント貯めて、賞品ＧＥＴ!!

アプリ新規登録で当たるチャンス！

焼肉レストラン安楽亭
総額10万円！

2,000円お食事券
50名様

華屋与兵衛
500円分お食事券

20名様

2021.12.1
2022.2.28

※画像はイメージです

キャンペーン期間中、アプリに新規登録をしてウォーキング
をすると、人気の飲食店のお食事券等が抽選で当たります。

など

例えば…
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[ア][パ][契]①交通誘導　②夜間施設警備
1日1勤務 ①8,000～9,500円　②8,750円
★交通費全額支給

▼入間市(勤務地多数)

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-4-8池田ビル2階
「入間市駅」より徒歩3分(面接・研修地)

1
4

9
7

5
0

警備・警備保障
株式会社 ティーエム
☎04-2997-8288 担当／採用係

直行直帰OK！シニア世代が大活躍中！！
自由なシフトで働きやすさは抜群です！
内 ①所沢、入間、川越、日高地区及び都内近辺

での交通誘導。一般(道路)、商業施設の駐車場
②商業施設等の夜間警備(巡回･出入管理等)

時 ①8:00～17:00　②22:00～5:00
※休憩1時間あり。日数の調整も可能
◆予め確認させていただいたご希望をもと
に、勤務日程をお知らせします。都合が合わな
い場合は気軽に伝えてください。

待 ♦昇給他、手当あり ♦社保完 ♦精勤手当支給
　(1勤務500～1,500円/資格･経験による)
♦法定研修3日間有(24,500円支給･食事付)

応 まずはお気軽にお電話ください。
PR みんな仲が良く、ファミリー的な雰囲気です。

個々の事情を配慮した安心して働ける環境。
現場多数あり。★掲載終了後も随時面接可能！

①介護福祉士　②リハビリ助手

①時給 1,150円～　②時給 1,100円～

▼狭山市・所沢市

内 リハビリ補助業務　※送迎業務あり
※食事や入浴は行っておりません

資 ①介護福祉士の国家資格保有者。要運転免許
②経験、資格不問。要運転免許

勤 ①②フィットリハ陽 富士見
　(狭山市富士見1-27-18煉瓦館
　ノイエルンテA号室)
①②フィットリハ陽 中富
　(所沢市中富735-7)

時 8：15～17：15、8：30～17：30
※週2～3日、週3日からOK、シフト制

休 日曜・祝日・年末年始休み
待 交通費支給、制服あり、研修制度充実、

社会保険完備、各種イベント、車通勤可能
無料託児所完備※法人内別施設(チャイルド
パーク)でのお預かりになります。

応 質問だけでも歓迎！気軽にお電話ください。

1
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〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1

介護施設
社会医療法人 至仁会
☎04-2920-0523 採用課

リハビリが中心のデイサービスです。
豊富な教育サポート＆福利厚生が揃った
当法人でチャレンジしてみませんか？
未経験の方歓迎!ブランクある方も歓迎!
扶養の範囲内OK！家事との両立も可能
です。食事介助なし、入浴介助なし。

①介護職員㊣ ②看護職㊣ ③ケアマネージャー㊣ ④介護職員 ⑤看護職

給与／本文参照

▼所沢

充実の福利厚生と柔軟な勤務体系により
長く働きやすい環境を整えております。
資 ①介護福祉士(早・日・遅・夜勤のフルシフト

できる方)　
②⑤正看護師・准看護師　
③介護支援専門員(経験者優遇)
④無資格可(経験者優遇)

時 ①7:00～15:30/10:30～19:00
　9:00～17:30/17:00～翌10:00
②⑤9:00～17:30　③8:45～17:15
④7:00～15:30/10:30～19:00
 8:30～17:00
※休憩時間(日勤)60分 
※休憩時間(夜勤)120分

休 ①月9日　②③週2日以上　④⑤応相談
※①②月間勤務シフト表による
　③土日祝祭日輪番にて日直あり

 

給 ①月給23万円～ ②月給24万円～ 
③月給21.7万円～ ※①②③諸手当含む
④時給1,100円～ ⑤時給1,500円～ 
※使用期間3ヶ月 ※④⑤契約期間の定め有

待 昇給有、通勤手当、健康保険(④⑤勤務時間によ
り)、厚生年金、雇用保険、労災保険、ユニフォー
ム貸与、有給休暇、産前・産後休暇、育児休暇、
介護休暇、慶弔休暇、特別休暇、その他
①②③賞与有・資格手当・住宅手当・扶養手当

応 まずはお電話ください。
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〒359-0012 埼玉県所沢市坂之下1153-1
所沢駅よりバス「志木駅南口」行→「金比羅バス停」下車徒歩5分・車通勤可 無料駐車場あり

介護施設
特別養護老人ホーム　千寿里
☎042-951-5811 担当/採用係

訪問介護ヘルパー

時給1,350円～2,970円

▼狭山市

内 狭山市内を中心にご利用者さまのお宅を訪問
し、生活援助や身体介護などさまざまな日常
生活上の援助を行うお仕事です。

【身体介護】食事、入浴、清拭、排泄介助など
【生活援助】家事、買い物同行・調理など

資 初任者研修(旧ヘルパー2級)以上
時 8：00～20：00の間で1日1時間～ＯＫ ！！

週1日～ＯＫ！！
休 事業所毎のカレンダーによる。シフト制

勤務日数相談可。曜日固定大歓迎。
待 有給休暇・育児休業・介護休暇・看護休暇制度

あり(雇用保険加入の場合に限る)・通勤手当
(規定内支給)

応 まずはお気軽にお電話ください
PR 未経験の方は、先輩に同行しつつ簡単な生活

援助から始めていただきます。
独り立ちできるまで何度でも丁寧にフォロー
させていただきますのでご安心ください！！
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〒350-1306 埼玉県狭山市富士見2-22-32
西武新宿線 狭山市駅 徒歩11分★マイカー通勤OK・無料駐車場完備

訪問介護、地域密着型デイサービス、居宅介護支援事業所
株式会社メルフィス
☎04-2950-3012　 担当/藤井

週1日・1時間～OK！ダブルワーク可能
家事との両立も可能です！
ブランクある方も歓迎！
未経験の方でも安心♪働く前に同行見学
できます。

広告プランナー

月給220,000円以上＋インセンティブ/試用期間有

▼所沢市

内 お店や企業に、ぱどが展開するメディア(情報
誌・チラシ・WEB・イベント等)を提案して販
売促進活動のお手伝いをするお仕事です。

資 大卒以上、簡単なPCの基本操作が出来ること。
自動車持込歓迎（手当有）

時 9:00～18:00(実働8ｈ・残業有)
休 年間休日122日(週休2日制／土日祝)

年末年始・GW・夏季・慶弔
待 交通費支給(上限有)、社会保険完備
応 電話連絡の上、履歴書(写貼)を送付下さい。
PR 営業経験者大歓迎！法人営業・広告営業の経

験がある方は特に優遇いたします。地域の企
業やお店の想いをあなたの働きで地域の方々
に届けてください。頑張って成果を出した分
は会社がしっかりと評価し給与に反映する仕
組みがあります。
<年収例>30代 550万円・40代 650万円

1
4

9
8

4
6

〒359-1142 埼玉県所沢市上新井4-78-24
西武池袋線「小手指」駅徒歩5分※車通勤可

フリーペーパーの発行
株式会社 西埼玉ぱど
☎04-2928-3277 担当/採用係(受付平日9:30～18:00)

あなたのこれまでの営業経験が活かせる
職場です。年齢・男女問わず、実績を出し
た社員が評価されるステージで存分に経
験を発揮してください！


