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少人数でつかの間の焼肉タイム♪短時間でも
満足できるお店作りを心がけています！
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

店内の消毒・席間を広くとって、元気に営業中！
クーポンを使って、当店の焼肉をお得にお楽しみください！
ご利用の際は『ぱど』をご持参下さい。

特典

読者限定！お会計
から10%オフ☆

1会計につき10%オフの大サービスです。
毎月29日「肉の日」サービスの日・テイク
アウトは対象外。[2022年6月末日迄]
焼肉一誠

新鮮なお魚や旬の食材が堪能できる武蔵藤沢の
居酒屋さん♪職人の
「てんぷら」を気軽に堪能♪
日本料理の経験を持つ料理長が大切にしているのは
「季節感」。自ら野菜と魚の仕入れに市場に足を運び、
旬の食材を手に入れるようにしています。スタッフ
の検温、マスク着用、アルコール消毒など、新型コロ
ナウイルス感染症対策を徹底しております。
特典

お会計時、本誌切抜き提示で
お会計金額より10%OFF!!

更に、
お電話にてご予約時
「ぱど見た」
と伝えると
おつまみワンプレートサービス！
[2022年6月30日迄]

てんぷら こばやし featuring 田中水産
☎ 04-2966-5599
入間市下藤沢2-5-5
武蔵藤沢駅西口より徒歩4分
営 16:00～23:00 緊急事態宣言等で
営業時間が変更になる場合がございます。
休 水曜日
住

交

旬の素材を軽い衣であっさりと揚げた職人の技。

入間

田中水産

検索

検索

地元出身の店長が提供するこだわりの焼肉
店。綺麗で落ち着いた店内は女性のお客様
でも気軽に来店できると評判です☆
お1人様～ご家族連れまで様々なシーンで
ご利用可能！テイクアウトもやっています！
事前のご予約がオススメです。
☆抜群の霜降り！国産カルビ……1,100円
☆肉本来の味わい国産ロース………990円
☆やみつきぷるぷるマルチョウ……770円
☆自家製キムチはお土産にも大人気♪

焼肉一誠(いっせい)
☎ 04-2936-9253
所沢市和ケ原1-176-3
交 和ケ原1丁目交差点と所商通り入口
交差点の間・R463バイパス沿い
営 16:00～23:00
休 月曜日(祝日は営業) ※臨時休業あり
住

駐車場あり(7台)

子連れOK

座敷あり

2022.05.20

所沢エリア

3

2022.05.20

所沢エリア

夏期
ンテスト
小3生～中

3生

す！
リ判定しま
バ
ズ
を
力
今の学

オープ
夏休み前に

学び残し

苦手分野

自宅受験もできます！
定員になり次第
締め切ります。

受験料

無料

発見！

今の自分の実力を把握し、
どこが不得意か、
どうして間違えるのか、自分で知ることは
効果的な学習につながります。テストによって自分の学力診断を行うことが必要です。
標準問題から応用問題まで出題し、中学生は志望校合格判定も行います。
時間帯

会場

持ち物

資料返却

申込み方法

校舎により時間帯が異な
る場合があります。ホーム
ページでご確認ください。

❶サイン・ワン各校舎
❷G-PAPILS
※自宅受験もできます。

筆記用具、スリッパ
(上履き)、
マスク

テスト結果の個人成績等は、答
案を添えて返却致します。テスト
後、
ご希望の方を対象に個別ア
ドバイスを実施します。

各校舎へ直接お電話また
はホームページからお申
込みください。

or

sat

sat

標準実施時間

小3～小4
国語・算数 15:00～16:30

小5～小6
国語・算数 17:00～18:30

中1～中3
国語・数学・英語 19:00～21:30
―

6.4 7.9

対象学年
小3生～中3生でしたら、
どなたでも受験できます。

―

2022

―

2022

※試験実施にあたっては、
アルコール消毒液の設
置や、窓の開放、座席間隔など感染症予防策を実
施致します。
受験の際には、
マスクをご持参くだ
■職員はマスクの着用、検温を実施しています。■教室では座席の間隔を空けて授業を行っています。
さい。試験当日に発熱がある場合は、受験を控え
■定期的に換気・手洗い・消毒を行っています。 ■授業前後には、教室の除菌清掃を実施しています。
ていただきますようお願い致します。

サイン・ワンでは次のような対策を講じて子どもたちの安全確保に努めます。

どちらかの日程をお選びください。
※いずれかの日程も都合がつかない場合は、振替で受験ができます。
校舎までご相談ください。

サイン・ワン

検索
これで勉強すれば
成績も上がる
オクトパス君ボールペン

各校舎受付時間

14:00～ 1 8 : 0 0（ 日・校 舎 休 校 日は 除く）

―
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東所沢校

www.g-sign-1.com

西所沢校

オープンテスト
受験者全員に
プレゼント!
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▼所沢市

▼入間市

①デイサービススタッフ

②非常勤看護師

③ドライバー

①病棟事務員 ②清掃員 ㊣③総務事務 (登録[パ])④巡回検診検査技師

時給 ①990円～ ※介護福祉士：1,000円～
②1,500円

①②時給960円 ③月収178,500円～215.500円(経験により)

③970円～

④時給1,600円

ブランクがあり不安な方も大歓迎！
幅広い年齢の方々が活躍中です！
アットホームな職場だから、シフト
作成時には、家庭やお子さんの用事
なども気軽に仰ってくださいね♪
週2日～OK！ミニボーナスもあり！

デイサービスでの介護･看護業務、
送迎業務
をお任せします。
地域密着を心掛け、
地域の
方々に親しまれる施設です。
未経験の方でも
一から丁寧に教えます！
資 ①初任者研修修了者 ※介護福祉士優遇
②看護師、
准看護師
③普通運転免許
勤 デイサービス所沢けやき
所沢市三ケ島5-1229-1
時【月～土・祝日、
シフト制】
①8:45～16:30 ②9:00～16:00
③8:45～10:00 / 15:00～17:00
※週2日～OK、
勤務時間応相談
待 制服貸与、
ミニボーナスあり、
車・バイク通勤可
（無料駐車場有）
応 質問だけでも大歓迎です！まずはお気軽に
ご連絡ください。
内

内

時

休
待

応

デイサービス

病院

社会福祉法人みなわ会 デイサービス所沢けやき

▼所沢市

早稲田大学隣り

▼所沢市

WEBマーケティング(営業)

時給1,300円以上＋インセンティブ

㊣月給220,000円～ 時給1,200円～ ※インセンティブ支給あり

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操作が出来ること
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
交通費規定支給、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。

内

資

時
休
待
応

埼玉西部の広告代理店

内

資

PR【安定】
親会社が西武開発/所沢で創業20年

【やりがい】社員一人一人が主役★裁量大きく活躍を！
【好待遇】土日祝休み／年間休日122日／高い有休消化率
時

待

応

週3日～勤務OK！無資格・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♪

(受付 月～金 9:30～18:00)

デイサービス本舗 狭山ヶ丘

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

〒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

171170

☎04-2928-3277 担当/渡邊(直通 090-2162-6087)
〒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

①②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。
③19:00～翌9:00の間のご利用者様の身辺
介護(実働8時間)
①無資格・未経験・ブランクのある方もOK！
②③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。
①②7:00～19:00の間で週3日位でもOK！
勤務時間は4時間位でも可(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！

デイサービス

168640

〒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

当社は所沢市や川越市を中心にフリーペー
パー発行事業を行っておりますが、ニーズの
増加に伴い、新規事業としてWEB事業を立ち
上げます。先行して、動画制作等を行っていま
すが、
HPや集客、採用LP、
SNS運用などWEB
マーケティング強化のための募集になりま
す。主に既存顧客のニーズに応じて、
Web制作
の企画・提案から制作ディレクションまで幅
広くお任せします。
㊣WEBマーケティングの経験（㊣：3年以上、：不問）
※35歳までの方(長期キャリア育成の為、
省令3号のイ)
9:00～18:00(残業有)
週休2日(土日祝)、
夏期、
GW、
年末年始
※年間休日122日(会社カレンダーによる)
各種社会保険完備、
交通費規定内支給、
各種手当有、
車通勤可
まずはお電話ください。オンライン面接も可能です。

①時給960円～②時給1,000円～※介護福祉士は時給1,100円～③1勤務 9,000円～

WEB事業部を新設。さらなる飛躍を目指
して西埼玉ぱどは次のステージへ！
新たに一員となるには絶好のタイミング
です。あなたの経験を活かして、WEB新規
事業を一緒に盛り上げていきませんか？

株式会社 西埼玉ぱど
169470

☎04-2928-3277 担当/髙嶋(受付 平日 9:30～18:00)

〒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)

①介護サポートスタッフ ②介護スタッフ ③夜勤専従介護スタッフ

埼玉西部の広告代理店

株式会社 西埼玉ぱど

豊岡第一病院

☎04-2964-6313 担当／総務課
▼所沢市

広告プランナー

土・日・祝日お休み！未経験でも分かりや
すい研修があるので大丈夫です。アナタの
お住まいの地域を盛り上げるお仕事です。

宏志会

安定して長く働ける病院内でのお仕事。
初心者歓迎！
パート時間・日数ご相談ください。

171197

〒359-1164 埼玉県所沢市三ケ島5-1229-1
狭山ヶ丘駅より車で9分

医療法人社団
171833

☎04-2938-6606 担当/採用係（受付 9:00～17:00）

①病棟内での事務作業やメッセンジャー業務
②院内清掃業務
（施設課勤務）
③総務課にて日常経理業務や院内庶務などの
事務作業
④企業検診メイン・生理検査・心電図・聴力・
検体検査・尿一般など
①8:30～17:30(週4日以上)
②8:00～12:00(週4～5日)
③8:30～17:30
④7:30～13:00、11:00～16:00など実働4時間程度、
お互いの希望がマッチした際の勤務です
夏期、
有給休暇
[正社員]産休･育休 ★年間休日115日
交通費規定内支給、
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。

