季節の話題

【9月の異名】

語源は夜がだんだん長く感じる月の「夜長月」が略さ
れて、長月になったとする説が有力です。
１年の間でもっ
とも夜が長いのは冬至の前後ですが、夏は夜が短いの
で、
旧暦の９月に入ると急に夜を長く感じるようです。

な が つき

長月

【お月見】お月見をすると言われている十五夜は、
「中秋の名月」
とも言われ

ています。十五夜は満月を意味していて、新月から満月になるまで15日ほどかかる
ことから十五夜と言われています。十五夜の満月の夜は、満月に見立てたお団子
と、魔よけの力があると言われるすすきをお供えします。
日本では昔から、同じ場所
で十五夜と十三夜の両方を鑑賞する風習が一般的です。
どちらか一方だけ鑑賞す
るのは
「片月見」
といって忌まれていました。因みに今年の十五夜は10月4日です！
は くろ

【9月7日：白露】明け方、草木に露がつくことが多くなる
時期です。
日中は暑さが続いていますが、
朝夕が一気に移り変わ
り、
地方では朝冷えがする季節に変わっています。
しゅうぶん

【9月22日：秋分】

秋分の日周辺の時期を、一般的には
「秋のお彼
岸」
と呼びます。秋のお彼岸とは秋分の日前後3日間で、
ご先祖様の供養を行う
期間の事を言います。
また秋のお彼岸の食べ物と言えば「お萩」が有名です。
「ぼた餅」
と間違われやすいですが、牡丹の花は春に咲くので春分には
「牡丹餅
（ぼた餅）
」
、
萩は中秋の名月のお供え物なので、
秋分には
「お萩」
です。
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キッズジョブ2017 8/20 今年も「キッズジョブ」に出展しました！
アイ・ブロードは2日間で530名のこども

『世界に1つだけの社員証をつくろう♪』
働くうえで、
まずは自分を知ってもらうこ
とが第一歩。
アイ・ブロードでは、
自分の
社員証をつくって、
自己紹介をする体験
をしてもらいました！

８月６日にこども向けのお仕事体験イベント
「富士市のはたらく見本市2017」
を開
催しました。来場したこどもたちの笑顔、こどもを連れてきた親御さんたちの楽しそう
な姿を見ることができてとても嬉しかったです。
（当日の様子はぜひ中面をご覧ください！）
また今回、実行委員長を務めさせていただいた中で、多くの方々とお話する機会が
ありました。そこで一番強く感じたのが、 地元には素敵な思いを持ってお仕事をされ
ている方がたくさんいる ということでした。
最近、富士市は学生のＵターン就職率が低下していると言われています。進学で県
外に出た学生がなぜ地元に戻ってこないのか・
・
・。その理由の一つに、学生たちが地
元にどんな企業や仕事があるのかよく知らず、就職活動の際の、選択肢に地元の企
業があまり入っていないことがあります。企業と繋がりの少ない学生に戻ってきても
らう為には、県外へ出る前に、地元の魅力を知ってもらう必要があります。地道では
ありますが、私たちはこのようなイベントを通して、将来を担う子どもたちにも
「地元
にはこんなに素敵な人たちがたくさんいるんだよ」
ということを伝え、地元の魅力を
知ってもらえればと思います。
「富士市のはたらく見本 「富士市のはたらく見本市」で行っ
たフォトコンテスト。来場者の方か
市」
は来年以降も開催していきますので、まだ出展さ
ら応募された写真の中で、見事、
れたことのない企業や団体の方のご参加もお待ちし
最優秀賞に輝いた1枚はコチラ！
ています！
！
その他、企業様向けの
「求人票セミナー」
や、働く女
性を応援する
「女子的★キャリア図鑑」
など、アイ・ブ
ロードでは
「はたらく」
を応援する企画が盛りだくさん
です！会社ＨＰ・Facebook・
Ｌ
ＩＮＥでも情報をお届けし
ておりますので、少しでも興味をお持ちになった方は、
ぜひご参加ください！
（編集：吉野 りえこ）

公式Facebook

公式LINE

【三島市】製造
★未経験から技術が身に付くお仕事です★
仕事内容/包装機械の組立
時給/1,250円以上
時間/8：30〜17：15
休日/土日他（長期連休あり）
資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費規定支給
無料駐車場あり・弁当あり

【沼津市】組立

一語一得
〜いちごいちえ〜

★男女活躍中の職場。かんたんな作業だからすぐにスタートＯＫ★
仕事内容/かんたんな組立作業
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/未経験者歓迎
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費規定支給・車通勤可・食堂あり
ロッカーあり

【裾野市】事務
★20代〜40代の男女活躍中！Excelの基本操作ができればOK！★

お問い合わせは アイ・ブロード

今月の一語

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♪

〜Job Information〜

仕事内容/大手企業内の事務作業
時給/1,200円
時間/8：00〜17：00
休日/土日祝、長期休暇あり
（完全週休２日制）
資格/Excelの基本操作ができる方（表計算・グラフ等）
待遇/社会保険完備・制服貸与・交通費規定支給・食堂あり
毎週水曜日はノー残業デー

たちにお仕事体験をしてもらいました。
働くことについて、こどもたちへと何か
少しでも伝えられていればと思います。

名前を書いて、
自分の好きなイラストや
模様でデコレーション♪個性あふれる社
員証がたくさんできあがりました

◆お仕事情報◆

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！
せひご登録を♪♪

0120-516-856
富士市のはたらく見本市2017

参加 女子的★キャリア図鑑
無料

2017.08.06
（日）

2017.09 Vol.29

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
コラボで企画している女性支援セミナー。今年は全3回の開催です！
8月24日に行われた第1回目も好評
に終わり、今年は残りあと2回となっ
ています。
セミナー中に同時開催されたこど
もイベント。
「サッカーアイス」
と
「わ
りばし鉄砲」でこどもたちは学びな
がら楽しいひと時を過ごしました。

東名グループ

「自分らしく働くために〜自分磨きのヒントを見
つける時間〜」をテーマに、川村都美さん(とみ
皮膚科クリニック院長)、中田香苗さん(整理収
納アドバイザー)、荻田愛弓さん(㈲荻田企画取
締役・ラジオfナビゲーター)の3名をお迎えし、
パネルディスカッション形式で行われました。
次回は9月20日(水)10：00〜11：00に開催します。
ゲストに
「洋菓子店ランジェラ」
オーナー兼パティシ
エールの花崎一水さんをお招きし、
「 好きなことを
仕事にし、続けていくために」
をテーマにお話して
いただきます。
「想いは叶う」
を手に入れるために、
どのようなことをされてきたのか。ぜひお話を聞き
に足をお運びください♪

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
場所：フィランセ西館２階
視聴覚室
定員：30名
お問い合わせは、fきゃる
TEL：0545-32-6958
E-mailf-kyaru@machi-yumin.com
またはアイ・ブロードまで！

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

パティシエ体験（デコレーションケーキづくり）
●ランジェラ●

パティシエ体験（アイシングクッキーづくり）
●パティスリー モンドール●

動物パンづくり体験
●あにぱんや●

重機体験

●㈱イーシーセンター●

プロゴルファー体験

富士市なわとび協会
E-Jump Fuji

●香西成都BHGゴルフスクール●

来場者数 約3,000人！
！
ご来場くださった皆様、
ありがとうございました

パティシエ体験（ミニロールケーキづくり）
●洋菓子の家mimi●

クレープ焼き体験
●オレンジポット●

焼き海苔体験

●㈲マルセン屋部海苔店●

８月６日に開催した、こども向けのお仕事体験イベント
「富士市のはたらく見本市2017」
。このイベントは、こど
もたちに
「働くって楽しい！「
」こんなお仕事があったんだ！「
」地元ってすごいんだ！」
ということを知ってもらう機会
をつくりたいという思いから立ち上げられました。
昨年初めて開催し、ご来場された方・ご出展された方からたくさんの嬉しい声をいただきました。そこで今年
は、社外の方々と共に組織した実行委員会の運営の元、出展数・会場の広さを大幅に拡大して、パワーアップし
ての開催となりました。
当日は、こども達が楽しそうにお仕事をするキラキラした目、真剣にお仕事の話を聞く姿をたくさん見ること
ができました。またブースを出展しているスタッフの皆さんの笑顔も多く、 大人が楽しく仕事をしている姿 を
見てもらうことができました！

来場者の声

タブレットの健康食品づくり体験
●(株)三協●

闘茶会体験

●富士銘茶くぼた園●

そばゆがき体験
●ゆうちゃんち●

◎子供が生き生きと楽しそうに体験していて、親とし
ても楽しめました。
◎なかなか体験できない事がたくさん体験できて、い
ろんな事を学べて楽しかったです。
◎短時間でいろいろなことが出来、子供たちも満足で
良かったです。
◎孫を連れて行きましたが、大人・子供が一緒に楽し
めるブースが多かったので楽しかったです。
◎子供(５才)でも十分楽しめて良い経験になりました。
◎子供の夏休みの宿題で提出できる作品が作れる
ブースがあり、有難かったです。

出展者の声

◎初めましての企業との交流もできたので大変良
かったです。
◎出店内容の考案から始まり、自社の特徴、強みを見つ
め直すいい機会になり、スタッフのスキルUP、経験値
UPにも繋がる素晴らしい催事であったと思います。
◎お客様の反応もよく、社員の満足度も高かったです。
ちなみに・
・
・
2016年の出展者の方からは、
「見本市に出展したことを自
社ＨＰで掲載した所、会社のアピールになり、新卒採用に繋
がりました」
との声もいただけました！

☆★全57社（団体）!ご出展ありがとうございました★☆

ギフトづくり体験

●㈱クレスキューブ●

ジュエリーづくり体験
●アトリエ 絆●

ぼんぼりづくり体験
●㈱ヤツクラ●

A-1 キッズスクール
チアダンス Ｃ★STAR

キックターゲット体験
●アスルクラロ沼津●

消防士体験

●静岡ホーチキ㈱●

整備士・レーシング体験
●佐野源 スズキ販売●

和太鼓体験

●富士山和太鼓道場●

エコ活動体験
●㈱市川商店●

自動車学校体験

●㈱キャリアドライブ 静岡県富士自動車学校●

大工さん体験（お家づくり）

（計47社/団体） ※詳細は掲載した写真をご覧ください！
体験ブース
・おこたま本舗・かずまさくんちのやきそば屋・セロリ畑・焼肉 牡丹苑・Le Vert marine
飲食店（計７店舗） 味一番・1〜（いちから）
展 示 静岡トヨペット㈱
（五十音順・敬称略)
オープニング A-1キッズスクール・富士市なわとび協会

●エコフィールド㈱●

水道工事体験
●㈱アイワ●

花嫁コーディネート体験
●ブライダルハウス フィーノ●

サンキャッチャー ストラップづくり体験
●愛燦燦●

フラワーアレンジ体験
●花のむらせ●

イベント企画（カードバトル）体験
●TAKA Natury●

ネイリスト体験

●COLOR S NAIL●

英会話教室体験

●㈱コミュニティー●

紙バンドBOXづくり体験
●紺屋製紙㈱●

おもちゃ屋さん接客体験
●おもちゃのキムラ●

デザイナー体験（オリジナル商品づくり）
●㈱アドライン●

水引のポチ袋 アクセサリーづくり体験
●和心 わんず●

スイーツデコパティシエ体験
●Chocola-Chocola●

畳の手縫い体験
●軒村政春畳店●

プログラミング体験
●㈱アイ・ネクスト●

イライラ棒体験
●東名電機㈱●

大工さん体験（カンナ削り）
トレーニング・リハビリ体験

●第一建設㈱●

アロマスプレーづくり体験 ●RAXIA●
名刺づくり体験 ●㈱広宣社●

木工工作 ミニチュアガーデンづくり体験

●ひらの鍼灸接骨院●

ネイリスト体験

●ネイルサロン フェアリー●

木工職人体験

●木のものハリネズミ+●

ペーパークラフトづくり体験
●㈱フューチャークルー●

ソーラーグッズづくり体験
●東名電機㈱設備事業部●

社員証づくり体験
●㈱アイ・ブロード●

フリーペーパーづくり体験

●ネクストインフォ ぶらりっと。編集部●

●いぶきぶらん ㈲オーシマ●

