1月のイベント 味噌づくり体験
2017年最初のイベントは古民家で味噌づくり。
小さなお子さんも一緒になって力強くこねました。
最低でも3ヵ月は寝かせる必要があるそうです。一生懸命作った
手作り味噌を食べられる日が待ち遠しいですね（^^）随時セミナー開催中♪

詳細はこちらでチェック！

◆お仕事情報◆

〜Job Information〜

【清水区袖師町】製造作業 ★平日休み(月曜)あります!!★
仕事内容／産業機械部品の検査、バリ取り作業
時給/1,050円 時間/8：00〜17：00
休日/日月祝(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・交通費支給・無料駐車場あり

【沼津市東間門】工場内製造作業
★20代〜40代の男女活躍中！未経験の方も多く在籍しています★
東 名 電 機 eco事業部

第3回 女子的☆キャリア図鑑
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！
ゲスト セブンイレブン厚原店

店長：豊田愛さん
株式会社アイ・ブロード
営業事務：上柳尚美さん

責任ある立場の中で仕事か家庭かの究極の選択…
両立のコツは「自分にＯＫを出すこと」。
頑張るけれど頑張りすぎない。
時には頑張った自分にご褒美を♪
工夫をしながら両立されている
お２人の姿がそこにありました。

次回2/15開催
「ママの本気の企業」
ゲスト：渡井博子さん
詳細、お申込みは
コチラから
アイ・ブロード または fきゃるまで
1/16付け富士ニュースにも掲載されました♪

今月の一語

（編集：土屋 友美）

〜いちごいちえ〜

仕事内容/①電気製品のかんたんな組立作業
②電子部品等の検査、試験作業
③金属製品のバリ取り、研磨作業
時給/1,150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・交通費支給・車通勤可

【富士市】製造作業
★実務経験がなくてもバケ学知識があればＯＫです！★
仕事内容/大手企業内にてでん粉製品の分析業務
時給/1,200円以上 時間/8：00〜１6：30
休日/土日祝(他会社カレンダーによる) 資格/分析業務の経験あれば尚可
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費支給・無料駐車場あり

お問い合わせは アイ・ブロード

0120-516-856

店一得
今月の一
もつ鍋ダイニングバー
もつ鍋ダイニングバー

2017.02 Vol.23

Luhrs ルアーズ

富士の絶品もつ鍋！
アジアンテイストな店舗でゆっくり
温まりませんか？
女性必見☆名物！
博多コラーゲン入りもつ鍋
お肌ぷるぷるになること間違いなし！

富士見
高校

富士本町通り

2月14日はバレンタイン！
「お菓子業界の陰謀」
とも言われて
いるイベントですが、バレンタインデーを前に山口県柳井市で
作られているハート形のイチゴが人気となっているそうです。
生産・販売を手がけるクラージュクリエイトが試行錯誤しなが
ら、
４年かけてハート形にすることに成功し、2015年12月から
「いちごころ」
と名付け販売が開始されたこのイチゴ、なんとお
値段1粒1,270円！驚くことに問い
合わせが相次いでいるそうです。
商品＋付加価値が消費者の心を
掴んでいる商品ですね。確かに可愛
い…。ご興味のある方、購入を検討
されてみてはいかがでしょうか。

一語一得

交流
プラザ

スルガ
銀行

396

富士第一小
富士税務署

ルアーズ
王子製紙
富士工場

富士駅

ルアーズ

TEL:0545-64-4450
富士市本町3-14第一共同ビル1F
定休日／日曜日 ※富士駅から徒歩2分

0PEN／【月〜木】18:00〜24:00(LO23:30)
【金・土】18:00〜25:00(LO24:30)

東名グループ

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

チーム・アイ 社員総会2017へようこそ！

代表取締役 挨拶

2017.01.14. (STA)

毎 年 1月に開 催され 、
チーム・アイ（アイ・ブ
ロード、ティーアイビー、
アイ・ネクスト）のメン
バーが集結します。

代表取締役

上柳 正仁

親会社である東名電機は新工場
が建設されました。教育や委員会
などグループ全体で進めていき、
グループの強化を図っていきます。

リハーサル中

取締役

上柳 浩志

社長賞

アイ・ブロード 企
画営業職

後藤 辰典さん
（右）
坪井 麻伊さん
（中央右）
榎本 凌也さん
（今回は都合により
不参加）

石川 卓司さん

「自分のプラスの変化に評価をいただき、大変
嬉しく思います。昨年は運動会の運営など
様々なことに携わらせていただいたので、今後
もいろいろなことを頑張っていきたいです。」

アイ・ネク

スト システムエンジ
ニア
丸山 智也さん
（中央左）

表

部門紹介、目標発

〜Info〜
東名電機新工場建設に伴い、
アイ・ブロードの本社も7月頃
移転します。

取締役

上柳 尚美

各種表彰

者紹介
全社採用・教育 内定

本年より取締役就任となりました。
今までは事務（総務）
として影で支
えてきましたが、12年目での新たな
役割となります。
自分の立場で何が
できるのか考え行動
していきたいと思い
ます。

技能検定1級合格

ティーアイビー 長橋 悠介さん
アイ・ブロード 上脇 慎也さん

技能検定2級合格

ティーアイビー 佐野 元寛さん
ティーアイビー 坂間 健太郎さん
その他、多くの方が
表彰されました。
おめでとうございます!!

特別賞
品田 善彰さん
「このような賞をいた
だき 、大 変 光 栄 で
す。
また貰えるように
頑張ります！」

標
部 門 紹 介 、目
ら
け
設
に
後
表
発
時
の
ア
ェ
れ たシ
ー
間 で はメンバ
が
い
合
り
との 語
。
行なわれました

平成29年は激動の年のスタートと言われています。
自動車は自動運転機
能が強化され、人工知能（AI）の出現で知的業務はあと10年でコンピュー
タに置き換わると言われています。
あと10年すると今の職業の半分は無く
なり、新しい仕事が生まれる。
そんな先の読めない時代だからこそ、変化し
続けることにポジティブで、情報発信に積極的、
それが習慣化している私た
ちは強いと確信しています。
これからも全社でベクトルを合わせ、積極的
に、活発に活動し、
そして変化し続ける会社を共に作っていきましょう！

吉野 里和さん
「『寝て食べて笑う』
がモットーなので、
これ からも笑 顔 で
頑 張っていきたい
です。」

坂間 健太郎さん
「 新 た に サ ブ リー
ダーになったので、頼
られる人になれるよう
前向きに頑張ってい
きたいです。」

懇親会
社員総会終了後は、みん
なで熱々のもつ鍋をいた
だきました♪
お店は表面をチェック☆

