就職応援会レポート

2015年12月から義務づけ

ストレスチェック制度
アイ・ブロードは
働く人のメンタル
不調を防いで、
生き生きした
職場環境を実現します！

この度、メンタルヘルス全般のサービスを提供しております
メンタルヘルス・トータルサービス
「元気の種 服部織江さん」
に、私たち会社をサポートして頂くことになりました。
今ある問題をなんとかしたい個人やご
家族、企業、団体へあらゆる問題に効果
的、効率的に変化を構築するブリーフセラ
ピスト。
向精神薬や精神医学的視点も含めたご
相談から、心理療法、コンサルテーション
に至るまで、
「お客様のニーズを重視」
した
メンタルヘルス全般のサービスを提供し
ております。

一語一得
〜いちごいちえ〜

3月28日（月）

富士市交流プラザにて

〜参加学生アンケートより〜
服部織江
はっとり おりえ

短期間で治療効果・問題解決を望める様々な
心理療法を用いて、ご相談内容の迅速な解決
のサポートをします！
ご予約・お問合せ・アクセス

「社会人という≪未踏の地≫
へ 一 歩 踏 み 出す就 活 生を応 援
したい…！」
アイ・ブロードはそん
な想いのもと、就職応援会を開
催しました。単なる会社説明で
はなく、代表取締役からの応援
メッセージ、先輩社員の成長体
験談、人材業の強みである面接
経験を生かした面接ロールプレ
イングなど、内 容 盛りだくさん
のイベントとなりました。

genki-no@genkinotane.jp

〒411-0857 静岡県三島市芝本町12-6 Tel.055-994-9438
Fax.055-994-9751
Mishima Trust Building

今月の一 語

（編集：土屋 友美）

アイ・ブロード 入社式

今月の
一店一得
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〜びっくり！
！
≪冷たい焼きいも≫って？
！〜

焼きいものイメージと言えば「ア
ツアツ、ホクホク」ではありませ
んか？そんな焼きいものイメージ
を覆し、焼きいもを冷やし、更に
クレープのモチモチ生地に包み
ました♪女性に大人気！テレビで
も紹介されました。
是非一度、ご賞味ください！
ORANGE POT
オレンジポット

富士本町通り

4月を迎え、アイ・ブロードには新入社員4名が入社しま
した。新入社員のやる気に満ちた表情を見ると、こちらも
気が引き締まります。5月号は新入社員特集でお送りしま
すのでご期待ください！
先日、選択理論心理学を学ぶ機会がありましたのでご
紹介したいと思います。選択心理学とは、
「 人は外側の刺
激によって反応するのではなく、内側から動機づけられて
行動を選択する」
というというものです。
①批判する、②責める、③文句を言う、④ガミガミ言う、⑤
脅す、⑥罰する、⑦褒美で釣る、これらの行動は
「7つの致
命的習慣」
と呼ばれています。その行動をとり続けること
で確実にその人との関係が悪化するからだそうです。逆に
言えば上記の7つの習慣をやめることで良好な関係性を
築くことができそうです。
職場で、家庭で、プライベートで。7つの習慣を取り除い
て気持ちの良い4月をスタートさせたいですね。

☆社長のお話を直接お聞きすることがで
きて、本当に良かったです。
☆
「失敗することは学びになる」
というメッ
セージが印象に残りました。
☆自分と向き合う良い機会になりました。
☆為になる話がこんなに聞けるとは思い
ませんでした。
…などなど、たくさんの感想をいただきました。
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました！

●華の舞
●いろはに
ほへと
●ホリデイ
スポーツ

富士駅

冷やし焼きいも
あんこクリームチーズ

¥450

ORANGE POT 富士本店
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静岡県富士市今泉1694 - 2
TEL：0545 - 30 - 6116
FAX：0545 - 30 - 6117

http://www.i-broad.co.jp
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一人一夢

スタッフの熱い想いを紹介します。

―仕事 内容を教えてください 。
3月1日に入社しました。3月は採用活
動の企 画 等を行ない 、4 月からは営 業と
して 本 格 的 に 活 動を始 め つ つ 、新 入 社
員 に 対しビ ジネスマナー の 教 育を行 な
います。

―
「三木綾美」
を一言で表すと？
「ブタもおだてりゃ木に登る」
（笑）。人からお
だてられると調子に乗っちゃうんです。
「大丈夫
だよ！」
と言われるとプラスにとることができま
す。まわりに都合の良いように使われることも
多々ありますが…
（泣）

―アイ・ブロードの印象を教えてください。

㈱アイ・ブロード
人財ビジネス事業部

営業

三木綾美

正直、朝礼にはビックリしました。
「朝から
こんなに大きい声が出ちゃうんだ」
と。
（笑）
なのにやっている人たちの間で温度差
があるわけではなく、社員もパートの方も
声が出ていて凄いなと思いました。毎日
しているだけあって活気がありますね。

―プライベートの楽しみを教えてください。
小3の息子とデートすることです♡
ドラえもんの映画を見に行ったりランチをしたりします。金曜日の夜に食べロ
グをチェックして土曜にランチすることが多いです。ただ完全に
「付き合っても
らっている」感じで、手も繋いでくれないのが悲しいです…。
あとは美容オタクなので新商品をチェックしてみたり使ってみたりするのも
楽しい時間の1つです。フェイシャルパックは、ほぼ毎日していて、3種類くら
いをその日の気分や体調に応じて使い分けています♪

―最後に一言お願いします!
今まで苦手で避けていたこともチャレンジ
していき、人としてもっと成長していきたいと
思います。
「 今まではできないからムリ！」という考え
方でしたが、この会社に入り、社長から
「もっ
ともっと人として成長していけるようになれ」
とアドバイスいただき、
「やってみてダメだっ
たら次に生かせばいいじゃん！」
と考えられる
ようになりました。今後は後輩を育てる立場
になるので、外見も人としても憧れられる存
在になりたいです。

教 え て ！ ア イ ・ ブ ロ ード
パート・アルバイトと派遣社員、
働き方にどうような違いが
あるの？
パート・アルバイトは正社員よりも働く日数、時
間が短い働き方です。学校や子育ての生活が中
心という方や自分のペースで働きたいという方
が多いです。一方で派遣社員（契約社員）は基
本、正社員と同じ働き方となります。自分のスキ
ルや資格を生かして働きたい人、仕事中心で頑
張りたいという方が多いですね。

雇用契約

なるほど！じゃぁ派遣社員と
して働きたい場合はどうす
れば良いの？
まずはお電話いただき登録をお願い
します。担当営業が経歴等の詳細をお
聞きし、ご希望のお仕事を紹介致しま
す。登録は無料なのでご安心ください
ね！一度登録をしていただければ、お仕
事が見つかるまでご希望のお仕事を紹
介させていただきます。まずはお気軽
にお問い合わせください！
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