eco事業部

夏休み☆自由研究工作

★小祢里
（9月17日〜18日）

8月10日（火）

●掛川市 ＪＲ東海道本線「袋井駅」から車約20分または「横須賀方面行」のバス「新

太陽のパワーを使った
日時計を作ろう！

横須賀」
〜徒歩7分

20名の親子に
ご参加いただきました。

日時計って？？
太陽の動きによって変わる影を利用した時計で、今から
5000〜6000年くらい前、エジプトで作られたのが最初の日
時計と言われています。
この日時計は「オベリスク」と言わ
れ、午前と午後が分かったり、影の長さで季節を知ることが
できたりする簡単なものでした。
…製作中…
みんな真剣そのものです。

一祭一得

☆完成☆
PM 1:00
きちんと時計として
機能しています。
eco事業部

＜1日目＞昼祭り
（各地区神社範囲内引き回し）
10:00〜17:00、夜祭り
（各地
区神社範囲内引き回し）
18:00〜21:00
＜2日目＞朝祭り6:00〜7:30、昼祭り
（横須賀地区内引き回し）8:15〜
17:00、夜祭り
（横須賀地区内〜三熊野神社・千秋楽）
17:30〜21:00
明治の中頃から続く
「小祢里
（ちいねり）
」
は、横須賀地区に古くからある神社
の秋の祭礼。子どもたちだけで祢里を引く伝統行事で、子どもが竹の棒を担
ぎ、それをたたいて回っていたものが昭和40年代前半に現在のような形に
なったといわれます。準備、太鼓の指導から当日の祢里の運行に至るまで、中
学生以下の児童だけで取り仕切ります。14基のやや小型の祢里を子どもたち
が懸命に引き回す様は、全国的にも珍しい光景です。

7月、8月は子供向け就業体験イベントとして「富士市のは
たらく見本市」の開催、
「キッズジョブ」への出展をしました。
中面の「富士市のはたらく見本市」
レポートでは、説明の文章
よりも子供たちの真剣な表情、嬉しそうな表情を見て欲しく、
厳選した写真を詰め込んでみました。
（どの写真も微笑まし
く、気がつくとニコニコしていたので、不気味がられていない
かが気がかりです…。）子供が楽しんでいると大人も楽しい。
出展者の皆さんの笑顔も印象的ですね。当イベントでは実行
委員長をつとめ、私自身も多くの勉強をさせていただきまし
た。ご来場いただき、誠にありがとうございました。アイ・ブ
ロードでは今後も
「はたらく」
をテーマとしたイベントを企画し
ています。Facebook、LINEで情報発信しておりますので、
（編集：土屋 友美）
そちらもどうぞよろしくお願いします！

〜いちごいちえ〜

★島田髷まつり
（9月18日）
●島田市

ＪＲ東海道本線
「島田駅」
から徒歩5分、鵜田寺まで/ＪＲ東海道本線
「島
田駅」
からバス約10分
「市民病院」
〜徒歩2分

平安時代に島田で生まれた遊女
「虎御前」
が、初めて考案して結ったと伝わる
「
島田髷」
にちなんだお祭り。見所は髷娘約80人がさまざまな島田髷を結い、そ
ろいの浴衣を身につけて、島田踊りなどを披露する
「島田髷道中」
！髷娘は12
時から14時30分にかけて、島田市の本通7丁目から本通1丁目の大井神社
前までを練り歩き、踊りを披露します。その後、鵜田寺で
「髷供養感謝祭」
が行
われます。

★姫名の里まつり
（9月24日）
●富士市

今月の一語

一語一得

※雨天の時は翌日に延期

岳南鉄道
「比奈駅」
から徒歩20分

かぐや姫伝説発祥の地とされる富士市比奈の竹採公園で催される
「姫名の里
まつり」
。特設ステージで神楽や太鼓などの郷土芸能が行われます。なかでも
大龍の舞 は、諏訪神社に伝わる竜神伝説と八又の大蛇
（やまたのおろち）
伝
説をもとに創作されたもので、スサノオの尊が村人を襲う大蛇を退治する舞
が披露されます。

2016.9 Vol.18

店一得
今月の一
カラーズネイル

深爪・巻爪
補正

「COLOR'S NAIL」
は本部認定講師
のオーナーをはじめ、スタッフ全員が1
級所持のエキスパート集団です。通常
のネイルメニューの他、ネイルスクール
も開講しています。
「健美爪」
は噛み爪でお悩みの方や、
悪化すると歩行が困難になる巻爪など
の補正を専門としています。

健美爪
け ん

び

巻爪補正（アクリル）

そ う

1本2,000yen

富士高

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

COLORʼS NAIL富士店

エスポット

富士市中島349-5 2F

☎0545-62-1716

ミニストップ

健美爪 〜けんびそう〜

青葉通り
マックスバリュ

東名グループ

ロゼ
シアター

富士宮市淀平町767-1

☎0544-23-3840

http://www.colors-nail.net/

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

7/31
Sun

8/20 Sat キッズジョブ2016
レポート
8/21 Sun

〜Thank you for coming!〜
地元企業・団体のいいとこ再発見！
富士市のはたらく見本市レポート

～夏の思い出カタチにしよう～
オリジナル写真立て作り
飾り付け素材は、折り紙、
シー
ル、スパンコール、ビーズなど
たくさん！スタッフが1つ1つ愛
情込めて折り紙で動物や花を
作り準備しました♪

〜富士市のはたらく見本市

開催への想い〜

3年前、家族でキッザニアに行きました。
その時、
お花のアレンジをして
いる娘の顔は本当に楽しそうでした。3年たった今でも、
またやってみたい
と強く思ってくれています。
『こういうことが富士市でもできないかな？』
親として、1人の大人として、
「将来につながる体験を通して、大人のはた
らく姿を見てもらいたい」
と思うようになりました。
「働くことは楽しいこと。」 「働くことはやりがいのあること。」
「働く姿はかっこいい。」
こんなことを子供たちに伝えたい。
そう思い、今回のイベントを開催しました。 （代表取締役 上柳 正仁）

ハートやリボン、車や新幹線
…自分が好きなものを好きな
だけペタペタ☆小さいお子様
にはスタッフが手助けさせて
いただき、一緒に作り上げて
いきました。

・楽しい企画をありがとうございました。
またお願いします！

来場者 ・いつもは体験できないものができて良かったです。
の声 ・皆さん元気に接客していて、すごく元気をもらえました。

（来場者アンケートより一部抜粋）
・またやってください！期待してまーす！

〜Special Thanks！〜
【体験ブース】
オレンジポット、
くぼた園、山大園、COLOR S Nail、
アイ
ワ、新興加工、
コミュニティー英会話、洋菓子の家mimi、
紺屋製紙、駿河男児ボクシングジム、第一建設、ペンネ
19、RAXIA、エイコウサービス、ゆうちゃんち、アドライ
ン、富士つけナポリタン大志館、木のものハリネズミ＋、
東海造船運輸、花びぜん、
ランジェラ、静岡ホーチキ、東
名電機、eco事業部、
アイ・ブロード、
アイ・ネクスト
【飲食ブース】
牡丹園、おこたま、味一番、鉄板焼きちゃん、HOME&CAFE
（順不同、敬称略）
HIBIKI、いちから、マミータコス

2日間 で 3 0 0 名 近くの 方に
ブースへとお越しいただきまし
た！ありがとうございました！

株式会社アイ・ブロードは
「地元のはたらく」
を応援しています。
人材サービス会社アイ・ブロードでは
「子供たちのお仕事体験」
、
「職業講話」
、
「職場体験」
などに積極的に力を入れています。ま
た
「はたらくパパ&ママ」
も全力で応援しています。
Facebookに
「いいね！」
もしくはLINEにお友達と登録していた
だくと、定期的にお子様と楽しめるイベント情報やお店情報な
どをお届けしています。

