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ネイティブ講師の本物の英語に触れ合おう！
楽しいと好評！無料体験レッスンも実施中！
ハ ー ツ キ ッ ズ の 特 徴 は 、ネ イ テ ィ ブ ス ピ ー
カーによる少人数制指導です。２回の体験教
室を通じて、本物のレッスンを体感してくだ
さい。
ご予約・お問い合わせは下記まで。
【教室のレッスン日】
●川越教室・・・火曜日
ココが違う４つのポイント
特典

・ネイティブ講師の本物の発音でLesson

・各クラス定員８名の少人数制、
月謝制5,700円
・振り替えレッスンもできます
・国連英検ジュニアテストの受験指定校です

特典

その①月謝5,700円
その②体験2回無料レッスン

兄弟姉妹で同時入会される場合は、
2人目の入会金が

全額免除になります。
「 ぱど見た」とお伝えください。
[2022年4月末迄]
ハーツこども英会話

内なる能力を引き出す児童発達支援スクール
土・日曜も開所してるので通いやすいです♪

検索

豊富なオリジナル教材を使用した楽し

育んでいきます。

☎ 049-298-3541

対象：0～6歳の未就学のお子さま
｢こどもの可能性は無限大｣を合言葉に、お子さまの能力
を最大限に引き出す療育を目指しています。まずは無料
体験レッスンで楽しく学ぶ様子を体感ください。
コペルプラス

検索

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。

コペルプラス鶴ヶ島教室

無料体験レッスン・見学随時受付中
特典

住 川越市鯨井新田4-1
フィル・パーク鶴ヶ島駅前3階B
営 9:00～18:00
休 月・祝

今注目されている「体操」。運動発達に重要な
のは経験する運動の多様性です。器械運動の
特性である「転がる」
「跳ねる」
「倒立」など非日
常運動の豊富で多様な刺激や経験は運動発達
に多大な効果を発揮します！
①体験レッスン1回無料！
②入会金3,000円→無料！

無料体験では実際のレッスンに1回参加することがで
きます♪体験で運動の楽しさを実感してみませんか？
[2022年4月末日迄]

元体操選手の講師による丁寧な指導。独自の進級カードを使った段
階練習でめきめき技が上達します。体操以外にもけん玉やボール投
げの指導、
アスレチック遠足、
スケート教室などの行事も充実！

操友体操クラブ
☎ 090-7633-1317

幼小合同(年少ｰ小6)/小学(年長ｰ中3)コース

月謝:月･火･水･木･土4,000円 金3,000円 (月4回)
日時:幼小合同…月･火･水･金･土 16時～17時15分
小学…水･木･金･土 17時30分～18時45分
場所:月火水木土/脇田新町体操場 金/市内公共体育館
操友体操クラブ

検索

川越市脇田新町3-19
交 ロヂャース川越店様近く
営 月～土曜日 10:00～21:00
選手コースの活動も行っております。
WEBで練習風景が動画で見られます！
住

体験・見学あり

完全予約制

Python入門講座特典(要予約)
[2022年4月15日迄]

楽習カレッジ

元体操選手が教える体操教室！
水曜日脇田新町クラス開校！！

特典

特典

●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！

まずはお気軽にお電話ください

教室無料開放あり

兄弟割引あり

☎ 0120-815-082

川越市富士見町11-25
(翔志ランゲージアカデミー内)
交 川越駅より徒歩9分
営 10：00～18：00

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！

目が輝く！豊富な教材
い遊びを通して、
お子さまの「自分を信
じる力」、｢やってみたい！｣の気持ちを

川越教室
住

完全予約制／体験あり

｢発語を増やしたい｣｢集団行動が苦手｣｢勉強
についていけるか心配｣｢良さを見つけ伸ばし
たい｣そんなお悩みを30年間培われたノウハ
ウをもとにサポートいたします。お子様自身
が楽しく学べる環境の中、
力を引き出します。
●指導員も募集中！詳細はお問合せください
特典

Hearts kids ハーツこども英会話

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
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

交

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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地元を楽しもう

TOWN GUIDE
グルメ

キレイ

ヘアサロン リラックス

スクール

住まい

買い物

その他

お子様同伴大歓迎！託児所併設なので子育て中
のパパママも周りを気にせず安心して通えます
Charites faｍは表参道、代々木公園にある
トータルビューティーサロンCharitesの姉妹
店です。確かな技術をプチプライスでご提供。
専任の保育士常駐、子育て中のスタッフ多数
在籍中「いごこちの良さ」
「通いやすさ」を重視
したアットホームなサロンです。

足元からバランスを整えて身体全体を快適に、
そして笑顔に 身体ケアをサポートいたします
巻き爪･タコ･魚の目が痛い、外反母趾、膝･腰･
股関節が痛むなどのお悩みございませんか？
当店ではドイツ式フットケア資格(フースフ
レーガー)とマッサージ師(国家資格保持者)を
持つシューフィッターが足のお悩み、身体の
不調を原因から根本的に解決いたします。

大好評！無料の託児所(保育士常駐)
特典

オーダーメイドインソール

特典

カラーやパーマの施術中も安心です♪

膝痛、腰痛の原因が足元にある事も多

対象年齢：1歳～5歳迄
利用可能時間：10時～15時まで

いです。姿勢や歩きを分析し、
悪い姿勢
や動きを足元から変える事で身体全体

※事前に予約をお願いいたします

カット2,200円シャンプー別

特典

ハーブカラー(全体)
4,840円～
リタッチカラー(2cm以内) 3,080円
パーマ
3,080円～
うるツヤトリートメント 2,750円

カリテスファム

南古谷

検索

の不調を改善いたします。

Charites fam（カリテスファム）
☎ 049-257-5731
住 川 越 市 泉 町 1-1 ウ ニ ク ス 南 古 谷
フィットネス棟1F
交 JR川越線
「南古谷」
駅より徒歩5分
営 10:00～18:00 ※予約優先
休 不定休※3月より日曜日も営業

大型駐車場あり・半個室でドイツ式フットケアも施術できます

特典

特典

ぱど読者限定!!初回施術
6,600円⇒4,500円(初見料込)

[施術通常料金]初見料2,100円･一般4,500円
18才以下,65才以上3,800円･小学生以下3,000円
予約時
「ぱど見た」
とお伝えください[4月30日迄]
その悩みお任せください。病院では｢異常なし｣と言われお悩みの方
も迷わずまずは相談ください。少しの体調の変化(不調のサイン)を
見逃さない日頃の体調管理が大切です。

市沢カイロプラクティック
☎ 049-293-7909

希少 脊柱非観血外科処置台

頭～腰･骨盤,肩・股関節の関節を自然な安定位にし、
身体に負担をかけずに脳･脊髄･神経系に働きかけます。
また妊婦さんのお腹にも負担をかけずに施術する事が
可能です。
市沢カイロ ふじみ野

検索

ふじみ野市市沢2-8-17 1F
営 火～土曜 9:00～21:00
日・祝日 9:00～17:00
休 月曜
※時間外応相談
住

☎ 049-265-6129
川越市砂新田2-11-6-102
10:00～22:00
※予約優先
休 不定休
住

ドイツ式フットケアでどの様に足の
お悩みを改善するか体験できます
有効期限：2022年4月28日まで

検索

niko 新河岸

自粛や新しい生活様式の生活不活発病に注意。
身体のバランスを整え、
不調改善＆免疫力UP
ひっぱる,ねじる,ボキボキしない優しい施術
でずれたり広がっている関節を正常に整え、
身体の動きを正常にし機能を取り戻し、筋・筋
膜・神経系・循環器系が持つ本来の力を発揮
できるよう導きます。

フット＆ボディケアniko

お試しフットケア
初回60分 3,300円

営

広々個室のプライベート空間

｢ママだってたまには主役になりたい！｣
そんな日頃お忙しいママさんの願いを叶える
ヘアサロンです。専任の保育士がお子様を大
切に見守る無料託児室を完備しています。小
さなお子様をお持ちですと躊躇しがちのパー
マやカラーも安心して施術が受けられます。
特典

①縮毛矯正＋カット
22,605円

通常価格30,140円～の20％OFF！
毛髪修復、マイクロバブル、炭酸ミス
ト付! [2022年4月28日迄]

特典

リレット

相続･不動産･保険･その他、皆様の疑問にお答え
する｢彩の国の相続と不動産を考える会｣

②カラー+カット+毛髪修復
15,730円⇒12,584円

みずほ台

検索

子連れOK

無料託児室あり(10:00～15:00要予約)

島崎畳店

相続勉強会

2部:金融商品を活用した相続対策 10:40～11:40
3部:個別相談会 13:00～16:30の内3組様限定

個別相談会

アイ・さくら不動産株式会社
☎ 049-299-7889

日程：6/18(土) 場所：当会事務所
10:00 ～ 11:00 、11:15 ～ 12:15 、
13:00 ～ 14:00 、
14:15～15:15、15:30～16:30の5組様。日時の合わな
い方は別途お申込みいただければ日程調整も可能です
アイ・さくら不動産株式会社

☎ 049-293-4415
入間郡三芳町みよし台7-9 ※Pあり
交 みずほ台駅西口より徒歩8分
営 平日10:00～20:00
土･日･祝9:00～19:00
休 火曜日定休
住

検索

予約優先制

新生活をスタートしようと思ってもボロボロ
の畳の和室では気分が上がりませんよね…当
店では10種類以上の縁や豊富な畳表を取り
揃えております。見本を見て、触って納得した
ものをお選びいただけます。
■お見積りは無料！縁無し畳もご相談下さい

日程：4/16(土) 場所：ウェスタ川越 活動室4
1部:不動産市況と相続対策 9:30～10:30

参加費無料
特典

Lit Letto

畳表替え一部屋なら、朝引き上げのPM納めも
可！網戸の張替え2,750円～。襖・障子もお任せ

当会は相続に関連する様々な疑問やお悩みに
対処するべく設立した会です。定例の勉強会
や個別相談会を実施し、皆様のお役に立てる
様日々励んでおります。今では23社様とグ
ループを作るまで成長させていただき、あら
ゆる角度から相続のサポートをいたします。
参加費無料
特典

当日受付OK

お子さまと一緒に時間を気にせずオシャレを
楽しめるヘアサロンをご存知でしょうか？

③パーマ+カラー+カット+毛髪修復 22,000円⇒
17,600円 ※②③共にマイクロバブル+炭酸ミスト付!
[2022年4月28日迄]

P2台有 子連れOK 個室有 予約優先制 日曜･祝日も営業 更衣室有

駐車場あり

住 川越市寺尾356-6

交 会場：ウェスタ川越(川越市新宿町1-17-17)

JR川越線、東武東上線「川越駅」西口より徒歩
約5分・西武新宿線「本川越駅」より徒歩約15分

質問だけでも歓迎です。まずはお気軽にご連絡くださいませ。

種類豊富な畳と迅速な張り替えが自慢。
地域密着の畳店で安心作業。店舗前に短時間の停車可。

価格一例
特典

●畳表替え(一般住宅用)

・・・6,600円～(税込)

●襖糸入り張り替え
・・・4,950円～(税込)
●網戸張り替え・障子貼り替え・・・2,750円～(税込)

※種類・サイズにより異なります。
※お問合せ下さい。
島崎畳店

検索

出張OK

本店
☎ 049-223-0624
住 川越市宮元町56-28
交 ヤオコー川越山田店さん近く
営 8:00～18:00 受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日
坂戸店
☎ 049-223-0624
住 坂戸市小沼502-1
交 坂戸ICから車で5分
営 8:00～18:00 受付:お電話または
HPからお問合せください
休 水曜日
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▼ふじみ野市

①看護師

①月4万円～15万円の新人支援制度有 ②月収例25万円以上も可

給与／本文参照

新生活のライフスタイルに合わせた時間
で働けます！ラクラク駅近徒歩2分♪

資

時

時

待
応
PR

7

▼川越・鶴ヶ島

①サロンスタッフ ②ショップオーナー候補

内

川越エリア

勤

すぐの実務はございません。まずは美容の基
礎や技術を丁寧な研修にて学んで頂きます。
9:00～20:00 日曜定休・夏期,年末休暇あり
①週2日、
1日4h～OK ②本社研修～スタート
資格取得制度、
美容研修、
未就学児保育手当
見学だけでもOK!お気軽にお問合せ下さい。
未経験､WワークOK!育児との両立､キャリア
アップ等生活に合う働き方で長年働けます！

給

待

応

②介護職員/日勤

デイサービス

☎049-293-6716 担当／松本

☎029-212-5252 担当/採用係

ご長寿くらぶ

川越・高階／埼玉・鶴ヶ島
164334

164327

〒356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡1-6-38花磯ビル202
上福岡駅から徒歩２分

④介護職員㊣

川越は昨年12月、
鶴ヶ島は4月OPEN!
無資格の方もご相談下さい
弊社はまず人柄を重視いたします
資格取得支援制度や教育研修など充実の
サポート体制もご用意

①正看護師、
准看護師
②③④初任者研修修了者(ヘルパー2級)以上
ご長寿くらぶ：川越・高階(川越市砂新田2-15-5)
ご長寿くらぶ：埼玉・鶴ヶ島(鶴ヶ島市上広谷461-1)
①シフト制 4時間～からOK
②7:30～19:30の間の8時間
③18:00～翌9:00
④シフト制 日勤7:00～20:00の間の
8時間
（休憩60分）
夜勤15:00～翌9:00(2日分)
①時給1,200円～1,500円
②時給1,230円～1,280円(手当含)
③日給18,000円(深夜手当等含)
④月給183,000円～※＋他手当あり
資格手当1万円～・処遇改善手当・昇給、賞与
有・交通費規定内支給・車通勤可(P無料)・希
望休制度、
産休、
育休、
介護休暇有・各種保険有
質問だけも歓迎！まずは気軽にご連絡下さい

エステサロン

ポーラ ザ ビューティー 上福岡店

③介護職員/夜勤

〒350-1137 埼玉県川越市砂新田2-15-5
東武東上線 新河岸駅徒歩11分／鶴ヶ島駅徒歩10分

久しぶりにまた働こうかなと考えているあなた！
今まで培った育児のスキルをそのまま生かして働きませんか？

引っ越して
きた方も
お気軽に！

子どもが
好きな方な
ら
無資格でも
大歓迎！

楽しく遊ぶ子どもたちを見守るお仕事です！
特別な資格も保育園での経験なども不要！
子どもたちを育てたあなたの経験・スキルがそのまま活かせます！

放課後児童クラブ
指導補助スタッフ

朝霞市内児童館
児童館館内スタッフ

指導スタッフ

（臨時職員）

（臨時職員）

（正規職員）

児童館で子供たちの見守り、子供たちと一緒に遊んだり、絵本の読
み聞かせをしたり、
イベントの企画実施準備などをお願いします。

小学校敷地内にて、放課後や夏休みなどの学校休業日に児童が安全に楽しく過ごせるように保育や施設管理をお願いします。
通常午後からお仕事なので、家事との両立にも最適です。
お子様をお持ちの方も活躍中！※扶養内勤務もご相談ください。
給

与

時給1,010円～
※保育士・幼稚園教諭の資格をお持ちの方は

時給1,030円～

時

間

平日12:00～19:00（学校休業日は8:00～19:00）
1日5h～OK ※シフトにより土曜出勤あり

待

遇

交通費規定内支給、有休、条件により賞与あり、
制服支給

勤務地

朝霞市内全10施設（第一小学校～第十小学校）
のいずれか 【敷地内禁煙】

子育て経験が活かせるお仕事です。
未経験・ブランクのある方もOK

給

与

月給164,864円～（地域手当含む）

時

間

平日11:00～19:00 ※実働7h、休憩1hあり
※土曜日、夏休み等学校休業日は8:00～19:00

待

遇

時給1,010円～

与

※保育士・幼稚園教諭の資格をお持ちの方は

時給1,030円～

交通費規定内支給、有休、条件により賞与あり、
制服支給、扶養手当、住居手当、通勤手当、
時間外勤務手当、賞与年2回、昇給は原則毎年
1回実施

間

9:15～17:45 ほんちょう児童館のみ11：45～20:15
までの勤務もあり、
1日7.5h週5日勤務

休

日

休館日及びそれ以外の4週につき4日※休館日は
それぞれの館で異なります。祝日、年末年始

資

格

日

日曜、祝日、土曜日は3か月に5回休み、
年末年始休暇

資

格

放課後児童指導員の資格をお持ちの方、保育士、
幼稚園教諭、小中高教員免許、社会福祉士など。
詳細はホームページの募集要項をご覧ください。

勤務地

給

時

休

朝霞市内全10施設（第一小学校～第十小学校）
のいずれか 【敷地内禁煙】

読み聞かせ中の様子です。

無資格・未経験OK
（ただし保育士、
教諭等あればなお可）

勤務地

朝霞市児童館
（市内6児童館の
いずれに配属されます）

休

交通費規定内支給、
賞与年2回、
社保完、
研修制、
制服支給

日

保育関係の仕事は一切したことがないけど、

こんな方も
ぜひご応募
ください！

子どもが好きで、子どもとかかわる仕事がしてみたい！
保育園で昔働いていたけど、
出産育児で10年近く社会から遠ざかっている。

復帰はしたいけど、すぐに保育園で働くのは少し怖い…

まずはお気軽にお電話ください！

〒351-8560
朝霞市大字浜崎51-1

☎ 048-486-2487
募集要項など詳しくは [ 朝霞 社協 ]で検索！

担当／vav児童福祉係
（8:30～17:15）

敷地内

禁煙
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