季節の話題
【５月の異名】

◆お仕事情報◆

〜Job Information〜

【富士市】検査・梱包
★工場勤務未経験でもできるかんたん作業★

さ つ き

皐月
皐月は「耕作」を意味する古語の「さ」から、稲作の月のことを指
して
「さつき」になったと言われています。早苗を植える月であること
から
「早苗月
（さなえづき）」
という別名が略され、
「さつき」になった
という説も。
「 皐」
という漢字には「神にささげる稲」
という意味があ
るため、
「 皐月」
という漢字が使われたと考えられています。
りっ か

【5月5日： 立夏】

穀雨から数えて15日目ごろ、春分と夏至のちょうど中間にあたり
ます。暦の上での夏の始まりで、
この日から立秋の前日までが夏季
になります。
※穀雨：春の雨が全ての穀物を潤すという意味があります。農耕民族だった
時代、
この時期になると田植えの準備に取りかかっていました。
しょうまん

【5月２０日： 小満】
立夏から数えて15日目ごろ。陽気が良くなって、草木などの生物
の成長する気が次第に長じて天地に満ち始めることから小満と言
われています。

【走り梅雨】
本格的な梅雨が始まる前に梅雨のように
ぐずついた天気のことを言います。その時
期を梅雨の走り、
「 走り梅雨」
と呼ぶように
なりました。通 常は、この後 晴 れた日が 続
き、その後本格的な梅雨に入ります。

仕事内容/サプリメントの目視検査・計数・箱詰め
時給/1,000円
時間/①8：00〜17：00 ②8：00〜15：00 ③9：00〜16：00 ①〜③選べます
休日/土日他
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

【御殿場】目視検査・かんたんな組立・ピン刺し

一語一得
〜いちごいちえ〜

仕事内容/プラスチック部品の目視検査・小物部品の 電ドラ使用した簡単な組立等
時給/1,050円〜
時間/①8：00〜17：00 ②8：30〜17：30
①②の時間内のパートタイム可
休日/土日祝
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

【御殿場】組立・配線
仕事内容/電気機器のかんたんな組立（電ドラ使用のネジ締め）
・図面を読んだ配線
時給/1,200円 時間/8：0０〜17：0０
休日/土日祝
資格/組立経験・図面を読める方・短距離出張ができる方
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費支給・無料駐車場あり
※出張した場合経費は負担します

お問い合わせは アイ・ブロード

0120-516-856

4.14新入社員歓迎会

今月の一語
アイ・ブロードも新たな仲間が加わり、早くも１ヶ月が経ちました。
私自身も社会人2年目となり、時の流れの速さを実感しています。新
入社員が入社したことで、私たちの会社も新たな一歩を踏み出しま
した。
春と言えば新しい出会いも多くなりますよね。しかし多くの人と一
度に知り合うと、顔と名前が一致しなかったり、前回話した内容をど
忘れしてしまったり…私もドキッとした経験が何度かあります。先日
私の行く美容院で、数年前に少し話しただけのことを今でも覚えて
いてくれて、
「 あれはどうなったの？」
と聞かれました。話したことを忘
れていたので私は一瞬驚きましたが、とても嬉しく、一気に親近感が
わきました。私は新人研修の時、多くの人を覚えるコツとして、 頂い
た名刺にその人の特徴や話した内容をメモしておくといいよ！ と上
司から教わりました。そうしたちょっとの心遣いで相手との距離は縮
まります。私も自分なりの工夫をしていきたいと思います！
暖かくなり、街中の木々も青々とした葉が茂り、人々も春の装いに
なりましたが、朝晩はまだまだ気温が低いので、体調には気をつけま
しょう！
（編集：吉野 りえこ）

2017.05 Vol.25

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・アイ新入社員紹介
榎本凌也

New Face

この春、
アイ・ブロードに企画営業職として3名、
アイ・ネクストにシステムエンジニアとして1名が入社しました。

坪井麻伊

Enomoto Ryoya

㈱アイ・ブロード 企画営業職
自分を一言で表すと・・・

自分を一言で表すと・・・

噛めば噛むほど味が出る
「スルメ」のような
人間です。

にもなれる柔軟性も持っています。

趣

味

好きなこと

「サッカー」小学3年生からサッカーをやっています。
「アウトドア」毎年、バーベキューとキャンプをして、
自然を肌で感
じています。
「SUP」社会人になったので挑戦してみたいと思っています。

尊敬する人 「本田圭佑」
常に自問自答を繰り返し、周りを納得させるだけの努力を惜し
まない姿を尊敬しています。

趣

味

大学時代について

座 右 の銘 「自分の言葉は曲げない」

漫画「NARUTO 」の主人公ナルトの言葉です。「NARUTO 」
は私の人生の教科書です！是非読んでみてください。

精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

後藤辰典

私の趣味はサッカー観戦です。静岡に拠点を置いている清水エ
スパルスのサポーターをしています。都合が合えば北は北海道か
ら南は鹿児島まで全国各地に応援に行きます。

最近のニュース
最近、キングスマンという洋画の登場人物が掛けているメガネ
と同じモデルの物を買いました。

おすすめのもの
宮崎の「木挽ブルー」という焼酎がさっぱりしていておいしいです。

まだまだ分からないことが多いですが、精一杯がんばり
ますので、よろしくお願いします。

Maruyama Tomoya

㈱アイ・ネクスト システムエンジニア
自分を一言で表すと・・・

「カモ」です。表面上は涼しい顔で泳いでいるカ

味

4年間鳥取大学に通っていました。鳥取県の魅
力をたくさん知っています！！鳥取県への旅行を
考えている方はぜひ、私の所まで！！

丸山智也

自分を一言で表すと・・・

趣

ジブリ作品がとても好きなので、ジブリ作品を観
ることやジブリグッズを集めることが好きです。自
分の部屋をジブリで埋め尽くそうと計画中です。

元気よく一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします！！

㈱アイ・ブロード 企画営業職

モですが、水面下では足を一生懸命動かしていま
す。私は大学時代、友人から「いつも遊んでいる印
象」と言われていましたが、陰では努力し、卒業の
際、成績優良者に贈られる賞をいただきました。

スポーツが大好きで、特に小学校3年生から続け
ているバレーボールが得意です。
また、
スポーツを
するだけでなく、観ることも好きで、野球観戦や
サッカー観戦も好きです。特に甲子園の時期は燃
えています！！

好きな食べ物 もちろん、するめいかです！！笑

Goto Tatsunori

「ビックリ箱」です。

フタを開けてみれば面白い人間です。

趣

味

映画が好きでDVDを借りて休みの日によく観ています。アクショ
ン物が好きなので、アメコミ映画は必ずチェックします！最近海
外の怪獣映画が盛り上がってきているので、ハリウッド版ゴジラ
の続編が楽しみです！

最近の出来事
今後の目標

社長の新人時代とは？？

Tsuboi Mai

㈱アイ・ブロード 企画営業職

です。
自由気ままですが、
どのような形
「雲」

社長も最初は新人だった!

恋が始まる前に終わってしまいました。
今後は素早く行動します（笑）

アイ・ネクストはまだ設立されたばかりなので、数多くの仕事
をこなし、知名度を上げていきたいです。
学生生活で学んだ情報系の知識 FR 研修で教わったクリエイ
ティブシンキングを活かし、アイ・ネクストならではのシステムを
創って顧客が満足する仕事をしていきたいです。

誰しもが経験する 新人時代 。新年度となり、公私ともに新
たなスタートを切った人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は当社の社長の新人時代についてエピソードを聞
いてきました。
現在新人の方だけでなく、経験を積まれてきた方も、初心に
帰り、今後への期待を高めるきっかけとなればと思います！

新人時代の経験
電気機器メーカー、オムロンの子会社で
ある、IT系のオムロンデータゼネラルに
入社し、ミニコンピュータの販売をする
営業として1年間新規開拓を経験。
その後、オムロン本社へと異動して社内
システムの販売を行い、社内にシステム
を導入したことで表彰を受けた。

心に残るエピソード
「ひたすら赤ペンをいれられていたことを覚えています。報告書を
書くことが苦手で、上司から何度も手直しを受け、そのことが嫌
で嫌でしょうがなかったです。
しかし、その時に教えてもらったこ
とが、現在、書類を作るときのノウハウとなっていて、自分にとっ
てとてもいい勉強になりました。その時、赤ペンをいれてくれてい
た先輩の杉林さんにとても感謝しています！」

社員のみなさんへメッセージ
「今年初めて外部の新人教育を取り入
れ、特に内容の濃いものをみんなで行っ
ています。教育を受けた新入社員に限っ
た事ではなく、その報告を受けることに
より、社内で【教え・教えられ】の体制を
とっていくことが会社の強みになってい
きます。」

毎年毎年がチャレンジです。
さらにまじめに取り組み、
共に【教え・教えられ】
会社全体で成長していきましょう！
代表取締役社長

上柳正仁

