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狭山・新所沢エリア

子どもにITスキルを身に付けさせたいなら
年長さんからのロボットプログラミング教室

中学・高校の教員免許を持つ元プログラマーが指導します。2025年
からの大学入学共通テストでは「情報」が必須科目になります。

特典

お試し体験教室が半額！(3/26迄・要予約)
体験参加費：1,000円★｢ぱど見た｣で半額の500円

●ロボットプログラミング 3/20(日)・27(日) 各日10:00～11:00
●ビジュアルプログラミング

3/19(土)15:30～16:30・3/27(日)13:30～14:30

楽習カレッジ

検索

LaVie楽習カレッジで未来で活躍する力を身に付けよう！
●ロボットプログラミング(対象：年長～小学生)
ブロックや組み立てることが好きなキッズに
最適！実際にロボットを組み立ててプログラ
ミングで動かします。
●ビジュアルプログラミング(対象：小学3年生～中学生)
プログラミングを楽しく学べる算数ゲームを自作したり、
座標を学んだりします。小学校でも必須になったプログラ
ミング。一足先にジュニアプログラミング検定にもチャレ
ンジ♪新型コロナウイルス感染症拡大防止対策も実施中！

LaVie楽習カレッジ
☎ 04-2929-5151
所沢市緑町4-2-13-1F
交 新所沢駅より徒歩4分
営 9:30～17:30
休 日曜日・月曜日、
3/29～31
住

ロボット＋プログラミングのICT総合クラスも開講

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！
【3月の無料体験授業スケジュール】
◆科学実験
6(日)
新小学1･2年生 17:00～18:30
20(日)
新小学3年生～中学生 17:00～18:30
21(祝･月) 新小学1・2年生 9:30～11:00
新小学3年生～中学生 13:00～14:30
◆ロボットプログラミング
まだ間に合う！6月入会できます！
4/29(祝･金) 新小学3年生～6年生 13:00～14:30
※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

2022.03.04

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!!

カワイ音楽教室

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!!
3月31日までに体験後即決入会された方

♪大人の方はこちら♪

特典

先生と1対1の30分の個人レッスン

【初心者限定】期限3月31日迄
3回 8,250円→4,125円
特典：正式入会時、
入会金0円!!

カワイ音楽教室

検索

初心者OK

狭山教室
☎ 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
小手指センター
☎ 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

お子さまから大人の方まで無料体験あり★
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今、話題のプログラミング言語「Python(パイソン)」
ジュニア向け入門講座受付スタート！

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。
♪ピアノをはじめる前の３歳ソルフェージュ♪
特典

狭山・新所沢エリア

IT必須時代。パソコンの基本操作、プログラミングを楽しみながら
学べます。理系への関心を養い、理数に強い子どもたちを育てます。

特典

Python入門講座特典(要予約)
[2022年4月15日迄]

●4/16(土)・30(土)15:30～17:00※筆記用具持参

受講料：11,000円(2日分・テキスト代含む)
★
「ぱど見た」
で当日使用するUSBメモリプレゼント！
楽習カレッジ

検索

新所沢にあるLaVie楽習カレッジ。中学・高校の
教員免許を持つ元プログラマーが指導します。
2025年からの大学入学共通テストではプログ
ラミング含む「情報」が必須科目になります。今
から学んで未来で活躍する力を身に付けよう！
●Python入門(対象：中学生程度※マウス操作・文字入
力・簡単な英語が理解できるお子さま)小学生が学ぶビ
ジュアルプログラミングより高度なテキストプログラ
ミング言語のPython。まずは入門講座でトライ！
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策も実施中！

LaVie楽習カレッジ
☎ 04-2929-5151
所沢市緑町4-2-13-1F
交 新所沢駅より徒歩4分
営 9:30～17:30
休 日曜日・月曜日、
3/29～31
住

ロボット＋プログラミングのICT総合クラスも開講
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狭山・新所沢エリア

新規開講！少人数制ヨガ・ピラティス教室♪
教室の先生・男性の生徒さんも募集中です！

手ぶらでお越し頂けます！！動きやすい服装だけご用意ください。
入室時の消毒・定期的な換気など、コロナ対策も実施します。

特典

仮入会後に本入会頂くと
6ヶ月間講習費20%OFF

☎ 070-3191-0914
所沢市緑町2-14-1YKS新所沢ビル207
スーパーBig-Aのビル2階
営 10:00～20:00
※電話に出られない場合は折り返し致します
※QRコードのLINEからもお問合せ頂けます

仮入会はお名前と連絡先のみで◎

検索

所沢

ほぐし職人 手もみ庵
住

【仮入会期間：2022年4月30日】

手もみ庵

新所沢にオープンして8年。地域の皆様と共に
歩んできた【手もみ庵】内で始まる5月開講の
少人数制ヨガ・ピラティス教室です。約8帖の
室内は手作りのこだわり空間。無垢のパイン材
の床、暖かみのある内装が囲む落ち着きのある
場に仕上がっています。この機会にぜひ、一緒
に新しい事を始めませんか？【日程例↓↓↓】
月＆水曜日 11:30～12:30
火曜日
19:00～20:00(隔週)
土曜日
15:00～16:00

メールの場合
【temomian0316@gmail.com】
まで

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！カウンセリングを重視し、お客様
の身体のデータに基づいた最適な施術を行い、
溜め込まない・太ら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31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31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。

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) 3月31日迄

体幹強化ダイエット
50分 4,800円⇒3,300円

☎ 04-2959-3331
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

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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▼狭山市・所沢市

①介護福祉士
①時給
内
資
勤

時
休
待

応

1,150円～

▼所沢市

②リハビリ助手
②時給

広告プランナー

1,100円～

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
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
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)
8：15～17：15、8：30～17：30
※週2～3日、週3日からOK、シフト制
日曜・祝日・年末年始休み
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。
質問だけでも歓迎！気軽にお電話ください。

内

資
時
休
待
応
PR

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。
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）
9:00～18:00(実働8ｈ・残業有)
年間休日122日(週休2日制／土日祝)
年末年始・GW・夏季・慶弔
交通費支給(上限有)、
社会保険完備
電話連絡の上、
履歴書(写貼)を送付下さい。
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

時給1,100円以上＋インセンティブ

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！

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

資
時
休
待
応

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。

埼玉西部の広告代理店

フリーペーパーの発行

社会医療法人 至仁会

株式会社 西埼玉ぱど

〒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

〒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

☎04-2928-3277 担当/採用係(受付平日9:30～18:00)

☎04-2928-3277 担当/採用係(受付平日9:30～18:00)

161603

株式会社 西埼玉ぱど

161600

161421

〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘4-2692-1

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

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。

介護施設

☎04-2920-0523 採用課

▼所沢市

