◆お仕事情報◆

季節の話題

【沼津市】電気製品製造

【8月の異名】
は づき

葉月

〜Job Information〜

「葉月」の語源には諸説あります。
有 名なものは葉 が 黄 色く色 づく頃 であるから
「はづき」、または落葉が始まるから「葉落ち月」
を縮めて
「葉月」になったというものです。
りっしゅう

【8月7日： 立秋】

朝夕が涼しくなり、秋の気配が立つ日というこ
とです。また立秋の前日までが暑中見舞いとし
て出せる期間で、立秋を過ぎると
「残暑見舞い」
にするのが通例です。
また残暑見舞いは残暑が
厳しくても8月末までに先方に届くのが礼儀と言
われています。
しょしょ

【8月23日： 処暑】
夏の暑さが一段落して収まる頃という意味です。
厳しい暑さの峠を越し、朝夕は涼風が吹き始め、
山
間部では早朝に白い露が降り始め秋の気配を感じ
ます。
この頃は、
日本では台風襲来の特異日の一つ
にあたり、
大雨や暴雨に見舞われることも珍しくあり
ません。暑さもピークを過ぎた処暑の時期は徐々に
食欲が回復してくる頃でもあります。真夏はさっぱり
したものや冷たい食べ物、飲み物をとってしまいが
ちですので、旬の食べ物を食べて身体にエネル
ギーを摂りいれてみましょう。

★20代〜40代男女活躍中！
電気製造未経験の方が多く在籍しています★

仕事内容/①電動ドライバーを使用したネジ締めや配線の接続
②電子部品や板金などの手配及び在庫管理業務
時給/1,150円以上
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（経験者も未経験者も可）
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費規定支給・車通勤可
資格取得支援制度あり

〜いちごいちえ〜

【御殿場市】製造

★20代〜40代前半までの女性活躍中！
空調完備の職場。残業は一切ありません！★

仕事内容/動物用のエサや薬の箱詰め・検品
時給/1,000円〜1,050円
時間/8：20〜16：50
休日/土日祝・長期連休
資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・無料駐車場あり

【三島市】製造

★30代くらいまでの男女活躍中！★

仕事内容/各種工具を使用する産業機械組み立て業務
時給/1,250円以上
時間/8：30〜17：15
休日/土日他・長期連休
資格/不問（フォークリフト・クレーン免許取得者優遇）
待遇/社会保険完備・制服貸与・無料駐車場あり

お問い合わせは アイ・ブロード

アイ・ブロードってどんなことをしてるの??

一語一得

0120-516-856

2017.07.08

第6回東名グループ経営計画発表会

2017.08 Vol.28

のはたらく見本市 2017
富士市
8/6に開催した、お子様のお仕事体験イベント

公式Facebook

Facebookではアイ・ブロード
が行っている活動をタイムリー
にお知らせしています！
人材派遣業以外には、普段どん
なことをしているのか・・・ぜひ
ご覧ください。
LINEでは求人情報だけでなく、
様々なイベントやセミナー、地域
にあるお店のご紹介など、知っ
て得する情報を配信しています！

アイ・ブロード
公式Facebookと
公式LINEに登録して
お得な情報をGET♪

「富士市のはたらく見本市2017」

特設サイトにて当日の様子を少しだけご紹介♪
詳しくは来月号の特集で！

サイトは
こちらから

東名グループ

東名電機㈱ ㈱アイ・ブロード ㈱富岳テック
㈱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

公式LINE

http://mihoniti2017-f.work/

〒417- 0001
静岡県富士市今泉339-1
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

第6回 東名グループ経営計画発表会

先月アイ・ブロードの事務所を移転しました。

今回で第6回目となる経営計
画 発 表 会 。新 社 屋 が 建 設さ
れたり、名称が変わる部署が
あったりと、1つの節目を迎
えています。また新たな期の
スタートが始まります。

深澤電工㈱様による講演

部門別の基本戦略発表

事務所移転のお知らせ

長泉町にある、昭和37年創業の老舗
企業。電子機器製造・設計をはじめと
した電子機器のプロ集団です！
多品種少量生産 や 変種変量生
産 という生産体制の確立を目指し
ながら、ちょっと体の悪い人とちょっ
と歳の多い人､普通の人が気持よく
一緒に仕事ができる会社づくりに取
り組まれています。

新事務棟では、グループ会社で
ある東名電機㈱の本社機能を備
えた事務所と同施設内になり、さ
らに敷地内には先月名称を新た
に し た「 ㈱ 富 岳 テ ッ ク 」
（旧
T-Metal）
も配置されました。

日時：8/24 ㈭ 10：00 〜 11：40
会場：フィランセ西館 4Ｆ 大ホール
定員：100 名（要事前申込）
テーマ
『自分らしく働くために』

無料
託児あり

（先着順）

自分磨き のヒントを見つける時間
各分野の 整え の専門家から、自分らしく働くための
『自分磨き』についてヒントをいただきます。
パネリスト

新住所
静岡県富士市今泉 339-1
TEL:0545-30-6116
FAX:0545-30-6117

（TEL・FAＸの変更はありません）

◆健康な肌を整えるプロ

とみ皮膚科クリニック院長 川村郁美さん

◆くらしを整えるプロ

整理収納アドバイザー 中田香苗さん

◆人との繋がりを整えるプロ

㈲荻田企画取締役 ラジオfナビゲーター 荻田愛弓さん

同時開催！夏休み特別企画

グループごとに
短期事業計画の
ディスカッション

永年勤続表彰

若者のためのキャリアデザイン支援室fきゃるとアイ・ブ
ロードのコラボ企画。昨年度好評の女性支援セミナー
を今年も開催します！8・9・10月の全3回開催。身近な
女性から、
自分らしく生きる・働くヒントをいただいてみ
ませんか♪

2017年度 第1弾！

事務所移転により、東名電機 第一工場と第二工場を中継した
『モニター朝礼』など、新たな取り組みも始まり、社員一同、
チャレンジの日々です！
今後とも変わらず、㈱アイ・ブロード並びに、東名グループを
よろしくお願い致します。
チーム・アイ
今年度新入社員による
お披露目会も開催
されました。

参加 女子的★キャリア図鑑
無料

お互いの考えを共有しあいながら、今後の動きについ
て意見を出し合いました。

活動実績・表彰報告
評価項目
による表彰

懇親会
「品質」
をテーマに
各部署で、ポスターを
制作し、そのコンテスト
が行れました!

新卒・若者に支持される求人票セミナー
8/2にアイ・ブロードにてセミナーを開きました。
人を採用するのが難しいと言われるこの頃。
アイ・ブロード新入社員による、自身の就職活動の経験を元にし
た 若者に支持される求人票 についての講話と、元求人広告ア
ドバイザーで現アイ・ブロード社員による 求人票作成のポイン
ト についてのお話をさせてもらいました！
参加された方からの声

・3人のプレゼンターの話が聞け、様々な
視点からの採用を考える事が出来た。
・求人をする側、求人募集を探す側の視
点の違いを実感した。
・自社との求人活動のギャップに驚いた。
・入社4か月の新入社員が堂々と発表す
る様子に刺激を受けた。
・若者の生の声、素直な声を聴くことが
でき、貴重な経験になった。
・
「一語一得」のような小さな冊子の配布
で、内部・外部に広報し、 小さな動き
が生まれると分かったので、取り入れて
みたい。

ママはセミナー、
こどもは遊ぼう！
「こどもイベント」

参加
無料

日
会

時：8/24 ㈭ 10：00 〜 11：40
場：フィランセ東館 2Ｆ
（ふくし学習室・ふくし体験室）
対 象：5 歳以上
定 員：30 名（要事前申込）
お申し込みは
持ち物：水筒・タオル
お電話にて

f きゃるまで

サッカーアイス
ボールを蹴ってたら
おいしいアイスの
できあがり♪

割りばし鉄砲
的に当たるかな？
みんなで楽しく
遊ぼう♪

お問い合わせ、お申し込みはこちらから。

TEL：0545-32-6958

E-mail：f-kyaru@machi-yumin.com

