12月のイベント クリスマスパーティー

◆お仕事情報◆

〜Job Information〜

【富士市北松野】製造作業 ★即日〜長期のお仕事です★

12月22日（木）

仕事内容／簡単なマシンオペレーション
時給/1,150円 時間/8：30〜17：15、17：00〜25：45の2交代
休日/土日
資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費支給・無料駐車場あり

14:30〜16:00

太陽光とクリスマスにちなんだ
○×クイズや、
ビンゴゲームで
盛り上がりました♪
ご参加いただいた皆さん
ありがとうございました！

【沼津市大諏訪】工場内製造作業
随時セミナー開催中♪
詳細はこちらでチェック！
東 名 電 機 eco事業部

アイ・ブロード インターンシップ2018開催予定
日時：1/31（火）、2/17（金） 10:00-16:00
場所：富士市交流プラザ
対象：四大学生、短大生、専門生 ★学部・学科不問
『企画』
×
『営業』を体感！1dayインターンシップ
アイ・ブロードの企画営業職を体感できる貴重な機会です。
業界研究・企業研究にお役立て下さい。
マイナビ2018よりエントリー受付中!

12/10
マイナビインターン
シップフェア
inグランシップ
ご来場ありがとう
ございました！

今月の一語
明 け ましてお めでとうご ざ いま す！あっっっという間 に
2016年が過ぎ去り、2017年がスタートしました。今年もアイ・
ブロードと弊紙「一語一得」をどうぞ宜しくお願いします。
先日、新聞を読んでいたら興味深い記事を見つけました。そ
の名も「チア・アップコンテンツ」。静岡県義務教育課から小中
学生の子供を持つ保護者向けの家庭教育支援動画だそうで、
昨年の「家庭学習編」に続く第二弾として「子どものほめ方
編」が制作、ネット配信が始まったそうです。動画は約9分間。
お茶を飲みながら会話する2人の母親が登場し「子どもにダメ
だしをしてしまう」などと悩みを口にする母親に、もう一人が
褒めて伸ばすことの大切さをアドバイスするという形で話は進
んでいきます。「褒める」と「おだてる」は紙一重で、おだてら
れながら育った子供は自己肯定感が低く、壁に当たった時に
折れやすいという見解もあります。子育てだけではなく、後
輩・部下の育成方法の考え方としても面白いかもしれません。
こちらの動画は「静岡県教育委員会義務教育課」で検索す
ると、HPより視聴することができますので、ご興味のある方
は是非。
（編集：土屋 友美）

★20代〜40代の男女活躍中★

一語一得
〜いちごいちえ〜

仕事内容/①大型電気製品の配線接続、ネジ締め作業
②金属製品のバリ取り、洗浄作業
③機械オペレータ、仕上げ、加工作業
時給/①②1,150円 ③1,200円
時間/8：10〜16：45
休日/土日祝(他会社カレンダーによる) 資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・車通勤可・交通費規定支給

【沼津市西島町】製造作業 ★即日〜H29.３月末まで★
仕事内容/小型金属部品の簡単な組立、目視検査
時給/1,000円以上 時間/8：3０〜１７：3０(他パートタイム可)
休日/土日
資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費支給・無料駐車場あり

0120-516-856

お問い合わせは アイ・ブロード

ワンポイント☆ヘルス
巷で猛威を奮っているノロウイルスやインフルエンザ
効果的な手洗いをして、冬を乗り切りましょう！

1

時 計 、指 輪など
をはずし、流水で
手を洗う

5

2

石けんをつけて
泡立てる

3

手のひら、
手のこう、
指の間をこすりあわ
せ泡を立てて洗う

6

4

2017.01 Vol.22

親指は反対の手
でねじるように、
つけねまで洗う

7

8

東名グループ

ツメの間は
手のひらでこする

手首は反対の手で
ねじるように洗う

流 水で石けんを
十分に洗い流す

清潔なタオルで水
分をしっかり拭く

手洗いのタイミング

・帰宅時
・人混みから出たあと
・トイレのあと ・調理や食事の前
・くしゃみや咳を手で押さえたあと

こまめな手洗いをこころがけましょう!
【今月号の一店一得はお休みします。】

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

アイ・ブロードの一日に密着!

7:30

出社後、
事務所内の清掃

人財ビジネス事業部
営業グループ編
とある営業スタッフの
一日を覗いてみました

今日既に決まっているアポとアポの間にも、
お伺いで
客様へのアポ
きそうなお客様へのアポを取ります。
時間は有効に！ （訪問のお約束）
入れ

求人原稿の作成

求職者との登録面接

12:00
13:00

アイ・ブロードにお仕事を探しにきて頂いた方の
就業条件等の希望を伺いながら、
その方に合う
求人案件をご紹介します。
必要に応じて適正試験
等も実施します。

新しい派遣スタッフさんと一緒に 実際に勤務する派遣先の職場を見学
派遣先の職場見学＆職務紹介 して、仕事内容がイメージしやすいよう

スタッフさんをご案内します。事前に派
遣先のご担当者様と顔合わせして頂く
ことも。

15:00
16:00

既存の取引先へ訪問

17:00

2017年は県内東部のお取引先を更に増やし、多くの方にお仕事の紹
介ができるよう1月からスタートダッシュを切っていきます！本年もよろし
くお願い致します。

自分が担当している派遣スタッフさんを訪問し、
就業状況や困りごとなどがないかどうかを確認
します。
また、派遣先の担当者様とも面会し、
スタッ
フさんに対する評価なども伺います。

1日の終わりには営業状況をまとめたり日

18:00

『アイ・ブロード』
と富士市のキャリア支援室
『ｆきゃる』
とのコラボ企画！

女子的★キャリア図鑑
第2回開催レポート
ゲスト：曽根原容子さん

（有限会社エス 代表取締役）

トークテーマ：
「女性活躍のヒント」

成功は自信をつける為に大切だけ
れど、失敗はそれ以上に大切。失
敗を乗り越えた時、人としての厚
みが増し、器が大きくなり、未来の
成功確率を上げることができる!

お客 様 から新しい
お仕事の依頼が来
ていることもあるの
で、
メールチェックは
欠かせません。

昼休憩、昼食

営業スタッフから一言

「壁を乗り越えないと発展はない」

本日の予定の確認、
メールのチェック

9:30
10:00

先日アポを取ったお客様と、求人案件について打
合せ。今回の求人に必要な経験、
スキル、免許など 新規のお客様へ訪問
の確認の他、
どんな人物像が相応しいかヒアリン
グをします。
先ほどいただいた求人案件を自社HPや無料の求人広
告に掲載する為の原稿を作成します。求職者の目を惹
くような魅力的な広告になるよう工夫を重ねます。

今日から新しく勤務が始まる派遣スタッフさんの
出社に付き添います。

8:30
9:00

外出していることも多いの
で、車中で食べたり外食が
多いです。

新規スタッフ
スタートの立ち合い

あいにくの雨にもかかわらず、
前回を上回る30名以上の方に
お越しいただきました！

「子どもと接する密度を大切に」
仕事をしていると、
「子供がかわ
いそう」という罪悪感を感じる人
がいるが、長く一緒にいれば良い
というものでもない。限られた時
間を子供のために濃く使うことで
充分フォローができる！

本日の業務終了！ 報を作成したりします。但し、夜の時間帯の

打合せや、
お客様やスタッフから携帯電話
に連絡が来ることも日常茶飯事なので、
ま
だまだ気は抜けません。

女子的キャリア図鑑とは？
地域の『働く』を応援するアイ・ブロードと、富士市が開設している
若者の就労支援機関である f きゃるとのコラボ企画！
子育てと仕事を両立させているママさんのライフスタイルについての
話を聞き、
「自分らしい働き方」のヒントを見つけるイベントです。
「今は子育て中だけど、幼稚園に入園させたら働きたい！」
「子育てと仕事の両立ができるか不安…」
そんなママさん、結婚・出産を控えている女性必見のセミナーです。
3月まで月に1度、全5回でお届けします。

参加者の皆様の声
・自分自身を見つめる良い機会をいただきました。
・自分を信じてみようと思った。
・40 歳のターニングポイントを意識してみようと思った。
・「他人と過去は変えられない、変えられるのは自分だけ」という
フレーズに勇気をもらった。
お話を聴かせていただき、次のス
テップに進めそうです。

次回開催の準備も着々と行われています！
〜第3回事前打ち合わせの様子〜
左 ：上柳

尚美さん

株式会社アイ・ブロード 営業事務

中央：豊田

愛さん

セブンイレブン厚原店

店長

右 ：武内 美貴乃さん ｆきゃる

第3回はダブルゲストでお届け！
セブンイレブンの店長さんと、当
社の営業事務という、全く違う職
種の2人から仕事と家庭との両
立のお話を聞くことが出来ます。
担当者より

異なる職種のお２人ですが考え
方に様々な共通点があり、終始
「そうそう！」
「分かります！」
と共
感しながら打ち合わせが進んで
いきました♪
「無理せず自分らしく」お2人のラ
イフスタイルを是非、聞きにいらし
てください!

毎月開催！参加無料！

お申込み、
お問い合わせは
アイ・ブロードまたはfきゃるまで

