地元企業・団体の
いいとこ再発見！

一祭一得

アイ・ブロード主催

富士市のはたらく見本市
開催のお知らせ

地元の元気な企業・団体が大集合！
いろいろな仕事が体験できる就業体験イベントです。
クレープ焼き体験、木工体験、ネイル体験、
ケーキ作り体験、ロボット操作体験などなど…
体験だけでなく自社オリジナル商品販売も♪
富士市人気飲食店も大集結！
地元の魅力を再発見できる
イベントです。
夏休みにお子さん連れで
是非お越しください！

日時／7月31日（日）
10:00〜15:30
場所／ふじさんめっせ
（雨天決行）

Facebookにて
富士市の
はたらく見本市イベント
ページを開設!!
是非CHECKしてください♪♪

今月の一語
一語
こんにちは！一気に夏本番ですね！暑い日が続きますが、
しっか
りと水分を摂って体調を崩さないようご注意ください。
さて、今月末の7月31日
（日）
アイ・ブロード主催で
「富士市のは
たらく見本市」
というイベントを開催します。地元の魅力再発見
の就業体験型イベントです。
以前に本枠でお伝えした通り、静岡県の人口流出が深刻な問
題となっております。アイ・ブロードの拠点である富士市も年々
人口減少が進んでいます。地元には魅力的な企業や団体がたく
さんあるのに…そもそもきっかけがなくて知らないのではない
か？だったら知ってもらえるイベントを作ろう！未来を担う子供た
ちに地元の仕事を体験してもらおう！というのが今回のイベント
開催のきっかけです。
なんと富士市内外から30近くの企業様・団体様・店舗様にご出
展頂くことになりました！
夏休みど真ん中の7月31日！お子様連れで是非ふじさんめっせ
に足を運んで下さいね♪
（編集：土屋 友美）

★富士まつり
（7月23日、24日）
●富士市

中央公園 ＪＲ富士駅から徒歩20分

市制50周年を記念して2日間にわたり盛大に開催されます。23日は
富士祭り前夜の特別企画としてダンスバトル、24日は毎年恒例のか
ぐや姫コンテストや市民総おどり、かぐや姫絵巻、花火大会など盛
りだくさんの内容で行われます。

一語一得
〜いちごいちえ〜

★富士山御神火まつり
（8月6日）
●富士宮市

富士山本宮浅間大社 ＪＲ富士宮駅から徒歩10分

富士山本宮浅間大社から御神火をいただき、御神火神輿に点火して
市内を練り歩きます。最後に富士山の湧水を源とする神田川に担ぎ
手が腰まで水に浸かり、神輿が流れを逆のぼる勇壮な祭りです。

★熱海海上花火大会（7月24日、29日、8月5日、8日、18日、21日、26日）
●熱海市 サンビーチ海水浴場 ＪＲ熱海駅から徒歩15分

熱海海上花火大会は「打ち上げ会場」とフィナーレの「大空中ナイ
アガラ」が特徴的。会場を最大限に活かした、熱海ならではの構成
で花火を楽しむことができます。

今月の
一店一得 COFFEE SHOP
元祖「つけナポリタン」。昔ながらのナポリタンをア
レンジして、
トマトと地元産の鶏を使ったガラスープに
とろけるチーズ、特注麺に桜えびをトッピング！半分食
べたらレモンを加えてさっぱり味で！まさしくこれが元
祖の味。どうぞご賞味ください。

2016.7 Vol.16

ご当地名物！

東名グループ

つけナポリタン

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

¥1,200
COFFEE SHOP

R139

静鉄
ストア●

ジャンボ● ●クロス
ガーデン
エンチョー

ないとう
●
● ●静銀
吉原
中央駅

アドニス
富士市吉原2-3-16

TEL:0545-52-0557
0PEN／10:00-20:00

（つけナポは11:00からの提供。
無くなり次第終了）

定休日／火曜日

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

とうかい号レポート

祝！
！第 3 回活力朝礼コンテスト優勝！
！

（日）
6月5日
〜6月1
2日（日

）

静岡県倫理法人会 第3回活力朝礼コンテストに出場し、
念願の優勝を手に入れました！

日本青年会議所主催の研修船。
東海4県
（静岡、
愛知、
岐阜、
三重）
から集
まった400名程の社会人が乗船し、
1チーム25人程度で活動を共にしました。
年齢、
性別はもちろん、
職種、
出身地、
価値観の違う仲間たちと学び合い、
語
り合い、
様々な経験を通して成長していく船に吉野りえこが乗ってきました！
―とうかい号での研修、お疲れ様でした！
まず初めに率直な感想を教えてください。
「楽しかった！」
この一言に尽きます。入社前に
話を頂いた時、
「どんなだろう」
という不安や
緊張がありましたが、乗船者の話を聞いた
り、YouTubeで動画を見たりして
「とても楽
しそうだなぁ」
と感じていました。実際、とて
も楽しく、多くの学びがありました。
―乗船前と比べて変わったなと思うことはありますか？
考え方が前向きになりました。私は相手の良いところや出来る
ところを見つけることが得意な分、比較をしてしまい、出来ない
ことに目を向けていました。また、人の意見に左右されやすかっ
たのですが、研修やチーム活動を通し、自分の意見を持って自
分が言わないと伝わらないと思うようになりました。

①本気じゃんけん

〜研修で学んだこと、大切にしたい考え方〜

①できないのではなく、やらない

人は出来ない理由を探しがち。そうではなく、やるため
に何が出来るかを考える事が大事。

②行動すれば気持ちがついてくる

考えていてもうまくはいかない。やっていれば自然とう
まくいったり出来たりすることもあるので一歩踏み出し
て行動してみる。

③褒めるのではなく勇気づける

結果ではなく
「相手が何をしたか」
に着目。過程を認めて
失敗しても勇気づけること。

④悲観は気分、楽観は意志

前向きな気持ちを持ち続ける。マイナスの考えは自分へ
の気づき。状況をプラスに捉える。
新入社員研修と似た内容が多く、当時の自分や先輩の
言葉を思い出しながら、学びを深めました。

チームのみんなに
「選挙ポスター
みたいだね！」
と
言われて嬉しいのと
恥ずかしいのが
半々でした
（笑）
（吉野）
―最後に一言お願いします。

乗船4日目の6月8日は私の誕生日だったのですが、
夜にサプライ
ズでバースデーパーティーをしてもらいました。
ホールのケーキ2つ
とプレゼントまで用意してもらい、
とっても嬉しかったです。
（吉野）

とうかい号は
「今までの自分」
と
「これからの自分」
を知る、8
日間という限られた時間の中で自分と向き合うことができる
場でした。学びが深く、
「 乗船する」
それだけの価値があると
感じました。今回の乗船では、いろいろな方にお世話になり
ました。青年会議所の方々が乗船者を喜ばせる為に一生懸
命動いてくれたり、アイ・ブロードのみんなが行く前も声をか
けてくれたり、名古屋港までお見送りとお出迎えに来てくれ
たり…。恩返しは自分が行動で返していくしかありません！こ
の経験を生かして今後も頑張りたいです！

②会社理念の唱和

2人1組になりしっかりと握手
を交わし、
「せーの…」
『 最初は
グー！ジャンケンポン！
！』勝って
も負けてもあいこでも全力で
喜ぶ。名物じゃんけんから毎
日が始まります。

『自らの考働で ニッポン を元気にしよう！
！』

③朝の挨拶

「みなさーん！『
」おはようございます！
！』

④挨拶実習＊
「ハイ」の練習ではリーダーの
「おはようございます」
×3、 掛け声に合わせて大きな声で
「いらっしゃいませ」
×3、
返事をする練習をすることで
「ありがとうございます」
×3 習慣化させます。
⑤職場の教養輪読
社会人としての行動指針や
職場の人間関係、仕事のコ
ツ、時事の話題など幅広い
内容が一日一話ずつ掲載さ
れている
「職場の教養」
を輪
読し感想を述べます。

出場者の感想
・コンテスト出場に不安を感じていましたが、毎朝朝礼を
行っていくうちに自然と笑顔が出るようになりました。優
勝できてとても嬉しく、自信をつけることもできました。
・この朝礼を通して社員同士の仲も深まり、朝から元気を出
すことがしっかりできるようになったので良い経験になり
ました。

株式会社アイ・ブロードは静岡県東部、中部
を中心に活動する人財派遣会社です。
アイ・
ブロード
派遣先
企業

登録
スタッフ

登録スタッフ募集中！
フルタイム、パートタイムの
お仕事をお探しの方、
「自分
に合ったお仕事を紹介して
欲しい」
という方、お気軽に
お問い合わせください！

