アイ・ブロード インターンシップ

満員御礼！
2月19日(土)
富士市交流プラザ

参加学生からのコメント

大学生を対象に
「想いを伝
えるインターンシップ〜人材
サービス体験1day〜」
を開
催しました。アイブロードに
ついて、人材派遣について、
営業について理解を深めて
もらう場となりました。

イベント情報
富士市の若手料理人4名が店の名をかけて対決！
田子の浦しらすを使用したオリジナル料理を披露！
「しらすの鉄人」
がここで誕生する！世紀の決戦を見逃すな！

3月20日（日）
10:00 START

in田子の浦港漁協食堂

★イタリアンの鉄人
太田祐也（Owl de Soco）
★フレンチの鉄人
川窪一徳（Bistro Huit）
★和食の鉄人
赤池巧（日本料理 はせ川）
★居酒屋の鉄人
服部敦（居酒屋 つつみ屋）

今後のスケジュール

今月の一店一得

カジュアルカフェ＆レストラン
アメーバ経営 勉強会 inホテルグランド富士

Owl de Soco

今月の一 語

〜いちごいちえ〜

一般公募で選ばれた審
査員200名がオリジナル田
子の浦しらす料理4品を試
食し、一番美味しかった料
理に投票、No.1を決めるイ
ベントです。

☆自分が今何をすべきかぼんやりしていましたが、具体的にやること
が見つかり、良い経験となりました。
☆自己分析や面接ロールプレイングなど、普段体験できないことも
体験できてとても充実した一日になりました。
☆求人原稿の作成や面接官の体験など、今まで営業職に持っていた
イメージと違う経験ができて良かったです。
☆あたたかい雰囲気で進めてくださり、充実した時間にすることが
できました。

★合同企業説明会★
3月18日
（金） 13:00〜17:00 inプラサヴェルデ
★会社説明会★
3月28日
（月）
、4月14日
（木）
今後も随時
開催予定！!
14:00〜16:30 in富士市交流プラザ

一語一得

2016.3 Vol.12

〜オールドソーコ〜

こんにちは！今年の冬は気温差に振り回されましたが、
春まであと一歩！各地で梅や桜がほころび始め、どこにお
花見に行こうか楽しみにしているこの頃です。
突然ですが皆さん、静岡県が深刻な人口流出問題に直
面していることをご存知でしょうか。総務省「人口移動報
告」
（2014年）
によると、転出者が転入者を7,240人も上
回っており、2年連続で北海道に続き全国ワースト2位と
なっています。県内に大学が少ないのが一因とも言われて
いますが、生まれ育った地元から人がいなくなってしまう
というのはとても寂しいですよね。
現在、県や市、それぞれの地域で
「地元を元気にしよう！」
と、さまざまなイベントが開催されています。
今月号はそんなイベント情報盛りだくさんでお届けしま
す♪地元の良さを再発見する良い機会になること間違い
なし！みんなで地元を盛り上げましょう！

（編集：土屋 友美）

モチモチで風 味 豊かな生 パスタと、焼き
たてワッフルが人気です。パスタの種類は
30種類以上、ワッフルは13種類の中から
選 べるの で 是 非 お 気 に 入りを見 つ け て
くださいね♪
記念日には
誕生日などの レートも
プ
デコレーション す。
ご用意しま

花のむらせ

弥生通り
吉原
第一中学校

Owl de Soco
〜オールドソーコ〜

マクドナルド

小潤井川

富士
市役所
青葉通り

〒417-0057 富士市瓜島町187
【ラ ン チ】11:00〜15:00（L.O14:30）
【ディナー】18:00〜22:30（L.O22:00）
定 休 日／不定休

TEL:0545-53-7688

http://owldesoco.com/

東名グループ

東名電機㈱ ㈱アイ・ブロード ㈱T-Metal
㈱ティーアイビー 富士山ソーラー㈱ ㈱アイ・ネクスト
株 式会社アイ・ブロード

今泉事業所

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1694 - 2
TEL：0545 - 30 - 6116
FAX：0545 - 30 - 6117

http://www.i-broad.co.jp
本社

〒417- 0001
静岡県富士市今泉1774 -1
（東名電機株式会社内）

0120 - 516 - 856

一人一夢 〜番外編〜
駿河男児ボクシングジム プロボクサーの熱い想いを紹介します。
―ボクシングを始めたきっかけ、
プロ
ボクサーになるまでの経緯を教え
てください。

駿河男児ボクシングジム ライト級

市川大 樹さん（20）

高校1年生の時、友達に誘われてボクシ
ング部に入部したことがきっかけでした。
ある日、試合を見に来ていた駿河男児
ボクシングジムの前島会長に
「プロになら
ないか？」
と声をかけられ今のジムに入り、
高校を卒業してすぐプロのライセンスを
取得しました。
「特に就きたい仕事がある
わけでもないし、だったらボクシングでプ
ロの道に進もう」
と気軽な気持ちでした。

― ボクシングをやっていて つらい
こと、そ れを乗り越える原 動 力
はなんですか。
つらいのは減量ですね。試合前は2週間
で体重を6kg落としています。朝食なし、
昼食は軽く、夕飯は体重を確認しながら食
べたり食べなかったり…。
追 い 込 み 期 間 な の で 日 々 の 練 習メ
ニューもきつくなるし、毎日仕事もあるし
で死んじゃいます
（笑）。でも
「試合で勝っ
た時が嬉しくて続けているんだなぁ」
って
最近感じます。なので、止めたいと思った
ことはありません。休みたいとは思います
けど
（笑）
。
ただ
「（試合で）負けたら止める」
とは決
めていました。負けて続ける気はなかった
んです。でもこの前初めて負けた時、もち
ろん悔しい気持ちはありましたが、自分よ
り強い相手に中盤まで
「勝てる」
と思える
試合ができて、
「まだ自分、上に行けるな」
と思ったので続けています。

―今後の目標について教えてください

で日々練習
夜からジム
て
え
終
バック3R
を
仕事
3R、サンド
グ
ン
シ
ク
シャドーボ
ト打ち
グ4R、ミッ
スパーリン
します。
5kmをこな
ランニング

駿 河 男児ボクシングジム

日本ランキングに入ることです。ラン
キングに入るためにはランカーに勝た
なければなりません。ランカーは各階級
15人しかいないのでとても狭い門です
が、ランキング入りする為日々頑張って
います。
近い目標としては4月10日の試合に
勝つこと。観客が盛り上がるような、自
分自身が満足できる試合にしたいです。

前島会長からのコメント

当ジムではボクシングだけでなく、礼儀や作法と
いった社会人として通用する人材の育成をしてい
ます。市川は真面目で練習も休まないのですが、人
見知りが強く無口なところがあるので、自分から
堂々と話せるように指導しています。
ボクシングは多くの欲を我慢するスポーツです。
食欲、睡眠欲、遊びたい欲…その欲に打ち勝つ強
い忍耐力を育てています。自分の限界を超えると
一皮も二皮も剥ける。自分に勝てなければ相手に
も勝てませんからね。
市川には日々のつらい練習を乗り越え、強い忍
耐力を得て、チャンピオンになって欲しいです。

静岡県東部（富士 富士宮 沼津 他）
中部の派遣、求人なら

アイ・ブロード

eco 事業部
出展決定 !!

東名グループも富士山祭りに
協賛しています。

駿河男児ボクシングジム

前島正晃 会長

「新年度に向けて新し
いお仕事を探したい！」
と
いう方、お気軽にご連絡
ください。
担当営業が今までの経
歴をお聞きしながら、最
適なお仕事をご紹介させ
ていただきます☆

