第16回 富士山清掃

4月9日
（土）
富士山清掃が開催され、130名以上の方が
参加しました。今回は運動交流会が開催される富士総合
運動公園周辺を歩きながらゴミを拾っていきました。

次回は 10 月に開催予定です。
皆様のご参加お待ちしております！

営業、指導、教育…相手に合わせ
い』
が伝わらな
い』
てもらえな
てとは言うものの、どうすることが 『思い
ても分かっ
…』
『何度言っ
かったのに
な
ゃ
じ
味
相手に合わせているということなの 『そういう意
か曖昧なままコミュニケーションし
ていませんか？
また、自分の特徴を理解せず、知
らず知らずにそれを相手に押し付け
【詳細】
ていませんか？
日時：平成28年5月25日(水)
そんな 人と人 の間に起こる問題を
午後2時〜
解消します！
会場：株式会社 アイ・ブロード 研修室

〜いちごいちえ〜

日本製紙パピリア●

●ファミリーマート

小学生の時、算数の授業で担任の先生がよくおっしゃっ
ていた言葉です。
「困っている人を助けてあげよう」
という
気持ちを育むだけでなく、
「教える」
を通して、本人の理解
を深めさせる真意もあったのかも知れないと、当時を懐か
しく振り返りました。
（編集：土屋 友美）

FC富士

一語一得

万年筆・ガラスペン・セレクト雑貨

2016.5 Vol.14
美文字教室 毎月第一火曜日 無料開催中！

「美しい字を書いてみたい！」
そんな方のために、書く姿勢から、
万年筆を使って正しいペンの持ち
方、初歩的で簡単な美文字のコツ
を教えます。講師は硬筆資格を持
つ当店スタッフです。
お気楽にご参加ください！
※事前予約制です。
履歴書作成にも役立ちます。
お電話にてご予約ください。
美文字で印象 UP

富士I.C

東名高速道路

Penne19

R139

至沼津

「問題が解けた人から
『小さな先生』
になって、
分からない人に教えてあげよう」

京セラソーラー

●角山

1969年 北海道札幌生まれ
日本応用心理学研究所
応用心理学教室カウンセラー資格取得
日本カウンセラー協会認定カウンセラー（第886号）
日本ブリーフサイコセラピー学会員

●ミニストップ

アイ・ブロードに新しい仲間が増え、早1ヶ月が過ぎまし
た。今月号は新入社員の紹介・教育特集です。是非、中面
もご覧下さい！
私も新人教育を担当していますが、
「理解しているつも
り」
では実際に教えることはできないと日々感じています。
教える立場になることで、自分の理解が深まると同時に、
相手に分かりやすく伝えるにはどのような伝え方をすれば
良いのか等、新たな学び・発見が多くあります。

氏

●東名電機

元気の種 代表

服部織江

今月の
一店一得

今月の一 語

京セラソーラーFC富士内
(富士市原田621-1)

〜講師プロフィール〜

●メロディー
歯科

ご参加いただきありがとうございました。

伝授します！

誰にでも同じ？
あなたのコミュニケーション、それで大丈夫？

吉原高校●

運動交流会

2016.4.29
富士運動公園

コミュニケーション の 極意

吉原第二中学校●

富士市なわとび共催主催・東名グループ共催

仕事がうまくいく！

ペンネ・ジューク

●アピタ富士店
●アドホック・カトー
しずてつ
ストア●

●クロス
ガーデン

●トモエ電気
●市立体育館
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アイ・ブロード 新入社員紹介
4月1日、アイ・ブロードに企画営業職4名が入社となり
ました！フレッシュな新入社員が全力で自己PRします！

吉 野 りえ こ

鈴木実菜代

2016年4月 入社
企画営業職

2016年4月 入社
企画営業職

アイ・ブロードの魅力

アイブロードに入社した直後は新生活への希望と不安な
気持ちでいっぱいでした。しかし、社員同士のコミュニケー
ションをとる場が多く、先輩方もみなさん優しいので、これか
らの仕事への不安もありますが毎日楽しい生活を送ることが
できています！

好きなこと

●マイニュース

最近パン屋さんにハマっています！お店の扉を開けた瞬間
の香りがとても幸せです
（笑）
またお散歩も好きで、学生時代
によく歩き回って散策していました。今はあまり歩けていな
いので時間を見つけて新しい発見の旅に出たいと思います。

今後の目標
お客様やスタッフさんから相談しやすいと感じてもらえる
営業になりたいです。

アイ・ブロードでは4月、5月の2ヶ月間、社内にて新入
社員研修をしています。
講師はアイ・ブロードの先輩社員！
営業研修やプレゼンテーション、PCスキルなどの業務
研修だけでなく明るさや前向きさ、向上心などの大切さ
についても学んでいます。

企画営業職

渡邉日陽里

・講師になることで自分自身の振り返りをする良
い機会になっています。
・研修は受講するだけではなく、その後の仕事や
会社生活に生かすことが重要です。日々勉強し
たいことを即実践することを心掛けましょう。

営業のお仕事ではたくさんの
方と接するので第一印象を大切
にして、笑顔で明るく元気にお
仕事をしていきたいです。
たくさんの方と信頼関係を築
いていきたいです。
社員の皆さんともたくさんお話
したいです！
！
また、皆さんのお役にたてるよ
うに頑張ります!

お 世 話 に なって い るコン ビ ニ に 迷 い 犬 が い た の で
Twitterで拡散したところ、2時間後に飼い主さんが見つか
りました！

●今後の目標
お客様やスタッフさんに満足していただけるように努力
し、必要とされる営業マンになりたいです。

立石大樹

2016年4月
入社

頑張りたいこと

先輩講師からの
コメント

●入社時の気持ち

入社して早くも1ヶ月が経ちました。私が感じたアイ・ブ
ロードの魅力は
「上柳社長の熱意」
と
「社員の皆さんの前向き
さ」
です。社長が常に更なる飛躍を目指して活動している姿
にはパワーがみなぎっています！また皆さん明るく、優しく、何
よりも前向きです！そんな尊敬する皆さんに一歩でも近づき
たいです。

チーズとチキンと
アイスが好きです。
ジブリも好きです。
よろしく
お願いします。

2016年4月
入社
企画営業職

★好きなこと★

子供と遊ぶのがすごく好
きです。いとこがまだ小さく
てすごく可愛いので、よく遊
んでもらってます。
映画を観るのも好きです。

大事なこと
研修を受けて、自分なり
に意識していきたいことは、
信頼・感謝・優しさの3つだと
思ったので、これらを常に心
がけていきます！

Food

My Favorite

目標

アイ・ブロードは自分
が成長できる場所で
す。アイ・ブロードで
たくさんの気づきを
見つけ、元気で感謝
される営業マンにな
ります！

ラーメン

特にばんからラーメンが好きです！
脂多め、
メンカタで頼みます！

SPORTS バスケットボール、スケートボード、
スノーボード
Thing

毎年冬にイエティ、ふじてんに行きます！

スニーカー

スニーカー集めが好きです！エアマックス
やジョーダンをたくさん集めていきたい
です 。今 、愛 用しているスニーカーは
STAN SMITHです！
！

