季節の話題

【10月の異名】

語源は諸説あります。1番有名なのが、全国の神
様が１年のことを話し合う会議のために出雲大社に
集まることで、各地の神様が留守になることから
「神無月」
というという説です。逆に出雲地方では
「神在月」
と呼ばれています。

か んな づき

神無月

か んろ

【10月8日：寒露】

夜露が凍りそうなくらい寒くなる時期」
であり、裏
を返せば、
「朝露が一段と冷たく感じられる時期」
ということです。朝晩の冷え込
みはきつくなりますが、空気が澄んだ秋晴れの過ごしやすい日が多くなります。
じゅうさ ん や

【10月中旬：十三夜】明け方、草木に露がつ

くことが多くなる秋晴れが気持ち良い寒露の頃は、空気
が澄んで、夜の月もきれいに見えます。
月が美しく見える9
月中旬の十五夜は有名ですが、寒露の頃（10月中旬）
にも
十三夜（新暦で10月13日前後）
という月がきれいに見える
日があります。十三夜は、別名「栗名月」
「 豆名月」
ともい
い、
この頃に採れる栗や豆類をお供えしていたそうです。

そうこう

【10月23日：霜降】 露が冷気によって霜となり草

花に降りる時期です。朝晩の冷え込みが厳しくなり、
日が短く
なったことを実感できます。初霜の知らせが聞かれるのも大
体この頃で、
山は紅葉で彩られます。

※霜が降りるには、
その周辺の温度が０℃以下であることが条件ですが、
気象庁で発表される気温は地上から１．
５ｍの高さで観測しますので、気温
が３℃と発表されていても、地面の温度は０℃以下になっていることもありま
す。農業はもちろん、花や植物の栽培にも霜は要注意でして、天気予報で
予想気温が３〜４℃であっても、霜対策をしておいた方が良いようです。

◆お仕事情報◆

〜Job Information〜

一語一得

【富士市】ドライバー
★ＡＴ車限定もＯＫ！★

仕事内容/お弁当の配達
時給/1,000円〜
時間/9：00〜15：00 休日/日祝他
資格/普通自動車免許
待遇/制服貸与・車通勤可・
無料駐車場あり・弁当あり

〜いちごいちえ〜

【沼津市】組立
★60歳以上の方活躍中★

仕事内容/分析装置の組立
時給/1,050円〜
時間/8：30〜17：30 休日/日祝他 資格/不問
待遇/社会保険完備・制服貸与・車通勤可・
無料駐車場あり・食堂あり・弁当あり・ロッカーあり

【沼津市】ピッキング・仕分け
★男女活躍中！★
仕事内容/部品や部材の入庫〜ピッキング作業
時給/1,000円以上
時間/8：10〜16：45
休日/土日祝（会社カレンダーによる）
資格/経験不問・フォークリフト免許があれば尚可
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

【御殿場市】軽作業

2017.09.09 ハーバリウムセミナー
（東名電機㈱設備事業部開催）

2017.10 Vol.30

★土日祝完全休み★
仕事内容/動物用飼料の製造に携わるお仕事
時給/1,050円〜1,200円以上
時間/8：30〜17：30 休日/土日祝 資格/不問
待遇/シャワー室あり 社会保険完備・制服貸与・
交通費規定支給・車通勤可

東名グループ

【富士市】製造
★働くママ活躍中！扶養内勤務OK♪★

仕事内容/健康食品やサプリメントの製造や梱包、検査
時給/950円〜1,000円
時間/①8：30〜17：30 ②8：30〜12：30 ③9：00〜15：30
④13：00〜17：30 ※お好きな時間を選べます
休日/土日、祝（要相談）、その他連休あり ※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

お問い合わせは アイ・ブロード

0120-516-856

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

〒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

9/4

高校生対象の
インターンシップを開催しました！
9月4日に高校生を受け入れ、インターン
シップを行いました。アイ・ブロードに4名、
東名電機に3名、合計7名の生徒さんが参
加してくれました！

求人広告の作成
▼
求職者との面接
▼
スキルシートの作成
▼
お客様先への電話・FAX
によるスタッフのご提案
▼
お客様先でのスタッフ面接
▼
●契 約 成 立●

アイ・ブロードのイン
ターンシップは、 人
材派遣会社の営
業 として、一連の
流れをお仕事体験。

9/5

第2回「若者に支持される
求人票セミナー」開催

今年8月に開催した
「若者に支持される求人票セミナー」。参加さ
れた方からも貴重なご意見をたくさんいただきました。
前回好評につき、前回よりもパワーアップしての開催！
第1回目に行った、今年度新入社員の2人と元求人広告アドバイ
ザー/現アイ・ブロード社員からのお話に加え、 新入社員への質
問会及び参加企業様同士の意見交換会 の時間を設け、またセミ
ナー時間も拡大させていただきました。
〜参加者の声〜（一部抜粋）

求職者との面接

お客様への電話

◎言葉の伝え方一つで印象が
変わることに気付いた。
◎今どきの若者がどこに注目し
ているのか分かった。
◎自分の時代と比べると媒体が
多くなっている。相手の心に
ヒットするように媒体も考えて
いきたい。

意見交換会

◎今までのやり方ではダメだということが
分かった。今後はやり方を変え、工夫を
していきたい。
◎SNS等のデジタルも良いが、
アナログの
良さもある。使い分けが重要だと感じた。

お客様先へ訪問

電話応対やFAX送信、お客様先に訪問した際の挨拶や名刺交換な
ども体験してもらい、高校を卒業した後の進学・就職などの今後にも
役立つマナーについても学んでもらいました！

参加 女子的★キャリア図鑑
無料

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。
9月20日に第2回目を行いました！
ゲストはバラのマドレーヌ 洋菓子店ランジェラ の
オーナー兼パティシエールの花崎一水さん！
「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した。

次回予告

10月には「新卒・若手に支持される求人票セミナー」
と題し、出
張型のセミナーも企画中です。詳細などは今後アイ・ブロードの
公式Facebook等で配信される続報をお待ちください♪

＊請負業として、お客様の敷地内にて、主に可変速盤の製造作業
を行っています。お客様内での作業となるので、品質重視はもち
ろん、元気な挨拶や整理整頓などにも注力しています。

≪私たちと一緒に働きませんか？？≫
仕事内容：工場内での組立作業

※中型（約2m×1m）の配電盤・制御盤の組立作業を行います

勤務時間：8:10〜16:45
勤 務 地：沼津市
休
日：日・祝日、GW、夏季休暇、
年末年始（会社カレンダーによる）
資
格：普通自動車免許・経験不問
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

お問い合わせ先

以前より、
お仕事のご応募が簡単に♪
お仕事をお探しの方は
HPを要チェック！
！

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♪

公式Facebook

公式LINE

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！
ご登録がまだお済みでない方は、
せひご登録を♪♪

㈱ティーアイビー
TEL：0545-30-6120
（担当営業：大石）

㈱ティーアイビーのHPはこちら
詳しい会社の概要・採用情報は
HPをご覧ください！

https://peraichi.com/landing̲pages/view/ech6h

㈱アイ・ネクスト
＼ HPが開設されました ／

㈱アイ・ブロード
＼ HPリニューアルしました ／

★☆参加者の方から、今回も嬉しい声をたくさんいただきました☆★
〜参加者の声〜(一部抜粋)
◎やりたい事への想いの強さが継続の秘訣だと感じました！
◎自分の好きな事を大切にしようと思いました。
◎私も自分の魅力をもっと活かして、
イキイキと仕事をしてい
きたいと感じました。
◎「後ろを振り向かない覚悟」を見習いたいと思いました。
◎子育てと仕事の両立は確かに大変ですが、女性しかできな
い事、たくさんチャレンジして楽しんで、
自分らしく輝きたい
と、
より一層思いました。
次回は10月25日(水)の10：00〜11：00に開催。
ゲストにジュエリーデザイナーでありメイクアップ
アーティストでもある、望月真理子さんをお招きします！
東京でメイクアップ12年のキャリアを積み、結婚を機に新天地の
富士市に。子育てをしながら、どのように自分らしく働いてキャ
リアを積んできたのか、ヒントをいただきます♪
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！

㈱ティーアイビー 正社員募集中！
！
！

業務内容や開発事例などを
詳しく載せています。
こちらも是非チェックして
みてください！

http://inext.sub.jp/index.html

東名電機㈱設備事業部
＼Facebook＆LINEで情報発信中／

公式Facebook

設備事業部㈱公式
Facebookと
公式LINEに登録して
お得な情報をGET♪
セミナーや、知って
得するキャンペーン
情報などを配信して
います
ぜひご登録ください！

公式LINE

