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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』オーダーメイド施術を行います
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、身体の内側まで活性化し免疫力・基礎代
謝・新陳代謝UP！自律神経・ホルモン等のバ
ランスも整えます。体内の老廃物をも排出し、
むくみ改善！お一人お一人の身体に合わせた
最適な施術を行い、溜め込まない・太らない・
リバウンドしない身体を創ります。
施術後、実感いただけます！

特典

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3月3日迄]

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3月3日迄]

フェイストリートメント60分 3,900円

美と健康スタジオ メディビューティ

お肌の真皮層にアプローチ。

☎ 04-2959-3331

コラーゲン､エラスチンの質
を高め、細胞レベルでお肌が

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
住

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) 3月3日迄

体幹強化ダイエット
50分 4,800円⇒3,300円

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。

メディビューティ

狭山

検索

女性専用

個室有

カードOK

予約優先制

駐車場完備
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4月が待ち遠しい新１年生の保護者様へ！
算数の基礎固めは、そろばんにお任せを！
毎年、子どもに習わせたい習いごとランキン
グの上位になっている
「そろばん」。
人気の理由は、計算力・集中力・記憶力が身に
付くほか、
「 珠算式暗算」の練習を通じて右脳
が活性化されるからです。
月謝:幼児5,000円,小学生7,000円※各週3回

そろばんスクール友愛

お試し体験会【各教室5名・3歳～小学生】
特典

【開催日】
2/7～28(日･祝日除く)※電話でご予約を！

【場所・時間】
山口教室(所沢市山口1262-1)
所沢東口教室(所沢市北秋津876-7)共に15:30～16:30
◎体験は3回までOK!(受付 月～金 10:00～20:00)

特典

入塾応援キャンペーン!月謝1ヶ
月分無料＋お楽しみくじ引き付

初めてのお試し体験後、
新規で入塾すると初月1ヶ月分

の月謝が無料!!通い始める時期もお気軽にご相談下さい
[2022/2/28迄]

そろばんスクール友愛

山口

検索

体験有

山口教室
☎ 04-2924-7045
住 所沢市山口1262-1 イケノヤビル204
交 下山口駅徒歩2分
営 月～金 15:20～20:30
休 土･日･祝日
★土･日･祝も不定期で練習会があり。
所沢東口教室
☎ 080-5456-8809
住 所沢市北秋津876-7 ミニコープ秋津店2階
交 所沢駅東口徒歩10分
営 月・水・金 16:00～20:00
休 火・木・土・日・祝日 ※火・木体験可

見学有

初心者OK

伸ばせ好奇心！[子どものための理科実験教室]新規会員募集中！無料体験授業開催します！
【2月の無料体験授業スケジュール】
◆科学実験
11(祝･金) 新小学1･2年生 9:30～
新小学3年生～中学生 13:00～
20(日)
新小学1･2年生 17:00～
23(祝･水) 新小学3年生～中学生 9:30～
新小学1･2年生 13:00～
◆ロボットプログラミング 新小学３～6年生
6(日)17:00～、
23(祝･金)15:00～
※入室時のマスク着用と検温にご協力ください。

テーマ
『超低温の世界と光のふしぎ』

定員：各回8組(お子様1名・保護者様1名同伴)
時間：約90分(ガイダンス含む)

★参加者に
「光のふしぎグッズ」
プレゼント★

特典

◆ロボットプログラミング◆
テーマ
『ロボットの制御～ブロックを

ゴールまで運ぼう！』 定員：各回5組
(お子様1名・保護者様1名のペア)
時間：約90分(ガイダンス含む)

ドキドキ・ワクワクをご用意してお待ちしております！

ガリレオアカデミー所沢教室

4月のカリキュラム（科学実験）

☎ 04-2920-1512

Aコース（小学1・2年生）
テーマ：
「じしゃく」
Bコース（小学3・4年生）
テーマ：
「炎をさぐれ！」

住 所沢市小手指町1-10-11

沖田ビル3F
交 小手指駅北口より徒歩4分
営 月・木～日曜日 10:00～19:00(受付時間)
休 火・水曜日
ホームページにて授業風景の動画が見られます！

Cコース（小学5年生～中学生）
テーマ：
「燃焼」

◆科学実験◆

特典

無料体験授業の様子。テーマは「超低温の世界と光のふしぎ」
科学の不思議をのぞいてみよう！

ガリレオアカデミー

検索

科学実験教室

体験有

見学可

完全予約制

2022.02.04

所沢エリア

ヤマハ音楽教室
子どもピアノ無料体験会開催
ピアノは、集中力がつく、暗記力がつく、音感
やリズム感が養われる、忍耐力や努力をする
習慣が身につく、
と言われております。
6歳くらいまでの"耳の力"が最も伸びるこの
タイミングでピアノ体験をさせてみません
か？各教室の体験日はホームページにて！
♪春の無料体験レッスン♪※要予約
特典

ヤマハ音楽教室 ㈱キノシタ楽器

●3歳(年少) おんがくなかよしコース

小手指センター 2/19(土)13:30、狭山ヶ丘センター 2/14(月)15:00
●4・5歳(年中・年少)

幼児科

小手指センター 2/12(土)10:00、狭山ヶ丘センター 2/19(土)16:30

♪音楽教室♪

特典

●3歳(年少) おんがくなかよしコース
1回50分/月3回 月謝6,600円
●4・5歳(年中・年少) 幼児科
1回60分/年40回

キノシタ楽器

月謝8,250円

検索

小手指センター
☎ 04-2949-3123
住 所沢市小手指町
3-11-18
休 日・祝日
受付/11:00～17:00
狭山ヶ丘センター ☎ 04-2949-0866
住 所沢市西狭山ヶ丘
1-2473-3
休 日・祝日
受付/11:00～17:00

初心者OK 無料体験受付中 新型コロナ感染拡大防止対策実施中

入間市で評判の6才～大人まで通える英会話教室♪
ネイティブ講師の本物の英語に触れよう！

究極の個性化指導で一人一人の個性を
活かし個々の力を最大限に伸ばします！

カナダ出身のネイティブ講師の分かりやすい
レッスンが評判の英会話教室。聞きやすさ◎
の少人数レッスンなので全くの初心者でも安
心。小・中学生クラスでは、ネイティブの発音
を聞き取れるように、また大人のクラスでは、
会話に力を入れています。

覚えたことを融合的に活かしながら解く論
理・思考力を養います。お子様の｢行きたい学
校へ行くため｣｢成りたい自分になるため｣の
実現に向け全力で向き合い、個々の力を最大
限に伸ばし可能性を広げます！
特典

ドナさんの英会話教室

レッスン料金は、
安心の月謝制
特典

対象学年は中1～大学受験まで。

★入会時「ぱど見た」で入会金0円!!

●小・中学生コース(月3～5回) 月額5,000円
●大人・シニアコース(月3回) 月額5,000円

※別途、テキスト・教材費6,000円※月の途中からの入会も承っております。

特典

通常レッスン1回(50分)体験無料！
※体験日時はお問い合わせ下さい

ご希望の体験日時をお電話、またはメール(donnaaidaenglish@gmail.com)

でお問合せ下さい。ご兄弟一緒での体験も可能。見学も随時OK！
◆ご予約時「ぱど見た」とお伝えください[2022年4月30日迄]
ドナさんの英会話教室

検索

入間教室
☎ 04-2932-5374
住 入間市仏子200-1
交 元加治駅より徒歩6分・駐車場あり
営 レッスンは火曜・水曜
受付/9:00～20:00
名栗教室
☎ 04-2932-5374
住 飯能市下名栗518-4
交「太行路」
近くの河又バス停より徒歩1分
営 レッスンは木曜
受付/9:00～20:00

詳しい情報はHPをチェック！

体験有・見学可・初心者OK

80分の体験授業 2回まで無料！

高校受験、
大学受験、
不登校ご相談ください。
※小学生はご相談ください。 [2022年3月31日迄]
つまずきを見逃さず、ノートの作り方から家庭学習法まできめ細か
く指導！｢こんな塾に通いたかった！｣｢こんな風に教えてもらいた
かった！｣そんなお声を多く頂戴しています。

塾や～数理ゼミ～
☎ 04-2907-1742

量より質！

今までで30年以上の経験と実績をもつ塾長
自ら指導いたします。
今さら聞けない疑問点、
もやもやも吹き飛ばします。
●授業は週1回80分～、
授業料は月額13,000円～
塾や

数理ゼミ

検索

体験あり

住 所沢市緑町4-27

営 17:00～21:00

曜日は月～土で選べます
授業の妨げになるため、お問合せはメールでお願
いいたします。⇒jukuya.info.1@gmail.com

コロナウイルス感染予防対策実施
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▼所沢市

▼入間市

▼所沢市

男女調理スタッフ

①調理補助([パ]) ②調理師([常]) ③正面玄関検温係([パ]) ④巡回検診看護師(登録[パ]) ⑤巡回検診検査技師(登録[パ])

ケアマネージャー(正社員・パート)

時給956～1,200円 （研修期間2ヶ月）

給与／本文参照

給与／本文参照

未経験･主婦(夫)･料理好きな方大歓迎♪
努力次第で毎年時給がアップします!!
内

資
時
待
応

時

社会福祉施設｢大樹の郷｣(所沢市牛沼773-1)
または｢大樹の丘｣(所沢市神米金500-1)での
計量･カット･仕込み･調理､盛付､片付迄。初め
は簡単な作業からお願いします
経験･年齢不問。未経験の方も大歓迎！
早番/5:30～12:30、遅番/10:00～19:00
夕番/16:00～19:00(時間･日数等は相談可)
制服貸与、努力次第で毎年昇給あります
まずはお電話下さい♪(面接は勤務地にて)

休
給

待
応

病院・社会福祉施設等給食業務請負

①9:00～13:00、
6:00～11:00(相談可)
②日勤/8:30～17:30、早番/6:00～15:00、
遅番/10:00～19:00
③7:45～13:00で週3～6日
(正面玄関にて検温と症状の確認をして
院内外への案内を行う簡単なお仕事です)
④⑤7:30～13:00、11:00～16:00など 実働4時間程度
夏期、
有給休暇、
産休･育休 ★年間休日115日
①時給1100円(6:00～8:00)
時給960円(8:00～13:00)
②月給185.500円～218.500円(その他早番手当別途支給)
③時給960円
④時給1,800円(正看・准看問わず)
⑤時給1,600円
交通費規定内支給、
制服貸与、
社保完、
各種手当
[正社員]退職金制度(勤続3年以上)、賞与年2回、昇給年1回
履歴書(写真貼付)を郵送ください。履歴書送付
の際ぱどを見た旨と希望職種を明記下さい。

病院

株式会社 小野物産

土・日・祝日はお休み！
未経験でも研修があるので大丈夫！
地域を盛り上げるお仕事です。

内

待
応

資

時

待

応

☎04-2903-8222 担当/採用係(受付 月～金 9:00～18:00)
〒359-1115 埼玉県所沢市御幸町6-2 所沢K・Fビル6階
所沢駅から徒歩7分 ※車・バイク・自転車通勤OK

▼狭山市

②夜勤専従介護スタッフ

①時給1,000円以上※介護福祉士は時給1,100円以上 ②1勤務 9,000円以上

休

株式会社フルヤ 所沢ケアサービス

▼所沢市

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します。
高卒以上、簡単なPC操作ができること
10:00～17:00の間で、
週3日位・1日5時間位でも可
土・日・祝日、夏期休暇、年末年始
交通費支給(上限有)、正社員登用制度有
電話連絡の上、履歴書(写貼)を送付下さい。

今年度合格者歓迎！経験がなくてもOK！
未経験・ブランクのある方も活躍中！
勤務地は所沢駅から徒歩圏内！
残業なし！経験者優遇します。
土日休みなのでプライベートとの両立◎

居宅支援

〒358-0007 埼玉県入間市黒須1369-3
入間市駅より車で10分 (車通勤可)

時給1,100円以上＋インセンティブ

時

応

☎04-2964-6313 担当／総務課

①介護スタッフ

資

待

豊岡第一病院

広告プランナー

内

休
給

介護支援専門員・主任介護支援専門員
9:00～18:00(実働8時間)
※パートは週3日程度で応相談
土曜、
日曜、
夏期、
年末年始
㊣(未経験者)月給260,000円以上
(経験者)月給280,000円以上
(主任ケアマネ)月給300,000円以上
時給1,400円以上
社会保険完備、
有給休暇、
交通費支給(規定有)
まずはお気軽にお電話ください。
面接時に履歴書(写貼)及び資格証コピーを
ご持参ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎！
できるかどうか不安な方もお気軽に
ご連絡ください。
休日・夜間は下記へお電話ください。
090-2253-4109

①定員10名の小規模デイサービス。ご利用者
様の話し相手や食事を4人体制でサポート。
②19:00～翌9:00の間のご利用者様の身辺
介護(実働8h)
①②初任者研修以上(旧ヘルパー2級以上)
※介護福祉士等(ブランクのある方もOK)
初めは簡単なお仕事からお願いするので安心
です。
①7:00～19:00の間で週3日位でもOK！
勤務時間はご相談ください。
◎シフトは事前に予定を聞くので毎月の変更
もOK※残業なし
社会保険完備、
交通費規定内支給、
正社員登用
あり、
処遇改善手当別途支給、
各種手当あり、
車・バイク・自転車通勤可
まずはお気軽にお電話ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎です！

介護スタッフ(パート・正社員)
時給960円～1,100円※資格により変動

処遇改善手当有り
㊓月給272,800円※別途、

週3日～勤務OK！ブランクのある方・
シニアの方も積極採用中♪
地元で働きたい方・相談員の資格をお持
ちの方、まずは一度、施設の見学に来てみ
ませんか？実際のお仕事の様子をご覧い
ただけます♪

内
資

時

待

応

ご利用者様のお話し相手・お食事のサポート・
身辺介護など。
無資格・未経験・ブランクのある方、
大歓迎
始めは簡単な仕事からお願いします。
㊓初任者研修(旧ヘルパー2級)あれば尚可
6:30～22:00の間で、
8時間勤務できる方歓迎！
短時間相談可(1日4時間位・週3日位でもOK)
㊓① 6:30～15:30 ②8:30～17:30
③10:00～19:00 ④16:15～9:15
※シフトは月毎に事前に予定を聞くので安心
社保完備、賞与年2回、昇給年1回、通勤手当、
住宅手当、
夜勤手当、
資格手当、
特定処遇改善手当、
託児所・保養所あり
まずは、
お電話ください。
お仕事内容に関する質問のお電話も歓迎！
できるかどうか不安な方もお気軽に
ご連絡ください。

資格・知識・経験がなくてもOK！
未経験・ブランクのある方も活躍中！
託児所があるので、
小さなお子さんが
いらっしゃっても働ける職場です。
資格支援制度もあるので、
働きながら
資格取得もできます。

埼玉西部の広告代理店

デイサービス

特別養護老人ホーム

☎04-2928-3277 担当/採用係(受付平日9:30～18:00)

☎04-2001-8775 担当／採用係(受付 月～金8:00～18:00)

☎04-2946-7561 担当／採用係(受付 月～金 9:00～18:00)

株式会社 西埼玉ぱど

デイサービス本舗 狭山ヶ丘

社会福祉法人

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘1-31-47
狭山ヶ丘駅東口徒歩5分 ※車・バイク・自転車通勤可

嬉しい効果がたくさん！

ダイエット

筋力アップ

美肌若返り

0

ぱどを見たとお伝えください。

ホットヨガ
手ぶら体験

2

円

※お1人様1レッスンまでとなります。
※体験は予約が必要となります。

月会費

入会金

0

円

当日の
ご入会で

事務
手数料

通い放題で

0

円

※キャンペーンの適用には一定の条件がございます。

〒350-1316 埼玉県狭山市南入曽1044-1
狭山ヶ丘駅より車で8分・入曽駅より車で4分

血行促進

代謝アップ

※車・バイク・自転車通勤OK

肩こり腰痛改善

1回
限定!!

■予約不要

■レッスンが豊富

レッスンが受けられます。

お好きなレッスンを選べます。

いつでも好きなときに

タオルセット
ウエア付

0

オプション
2ヶ月

むさしの園

様々なレッスンカテゴリーから

円

0

円

詳しくは店舗レッスン
スケジュールをご確認ください

※プログラムは店舗によって異なります。

体験予約はこちらから
入ってすぐ！
プロぺ商店街
オーケー所沢店

西口

埼玉県所沢市日吉町10-21 リ・クリエ所沢B館2F

フロント

スタジオ

みずほ銀行
所沢支店 〒
西武所沢S.C.

所沢駅

04-2937-3551

カルド所沢

西
武新
宿線

ヨガマット不要！

カルド所沢

西武池袋線

カルド所沢
ご予約
受付中

ヶ月間

至福の会

155260

155259

157277

〒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

156877

▼所沢市

宏志会

資
時

156879

〒358-0002 埼玉県入間市東町7-24-2
（勤務地）東所沢清掃センター･富岡中近く ※車通勤可

157129

☎04-2901-0755 担当／採用係(受付 9:00～18:00)

医療法人社団

安定して長く働ける病院内でのお仕事。
パートさんは時間・日数ご相談ください。

西口
徒歩1分

グランエミオ
所沢

