◆お仕事情報◆

季節の話題
師走とい
【12月の異名】１年の最後の月であり大きな行事も多いことから、
う漢字が持つイメージと忙しさがぴったりと合うように感じる

しわ す

師走

方も多いようです。
『 師走』の由来は、
「 師馳(は)せ月」
（しは
せづき）で、昔はお正月に先祖供養をしていた為に師(お坊
さん)が忙しく走り回っていたのが語源と言われていたり、
１
年の最後で今年の内にやるべき事は、全部やりとげる月と
いう意味で『為果つ（しはつ）』が元になっているとも言われ
ていたりしており、定説はありません。

新年の準備をはじめる
「正月事始め」の日には、正月の神の歳神（としがみ）を迎えるた
め、屋内や神棚のススやホコリの汚れを落とす「すす払い」を行います。昔はすす払いの
後、家族の長寿を願って
「鯨汁」が日本各地で食されていました。
また、門松や正月飾りを
つくるために、神と交わる木として古くから崇められてきた松の木を山へ切りに行く
「松迎
え」
などの習慣がありました。
たいせつ

【12月7日：大雪】
雪が大いに降り積もる頃という意味です。西高東低型の冬特有の
気圧配置が強まり、
日本海側や北国の山々は雪の衣を纏って冬の
姿となり、雪が降り積もります。平野も北風が吹き荒んで、
いよいよ
冬将軍の到来。降雪があり、全国的に冬一色になる季節です。
とうじ

【12月21日：冬至】
太陽が軌道上の最も南に来るときで、夏至と反対に、夜が最も
長く、昼が短い日となります。
冬至には、無病息災を祈るために、野菜の少ない季節に栄養を
補給するための南瓜を食べたり、邪を払う霊力がある香りを持
つと信じられている柚子のお風呂に入ったりなどして夜を越しま
す。冬至は「とうじ」
と読みますが、
これを「湯治」
とかけて生まれ
たのが柚子湯(柚子を入れたお風呂)です。柚子自体にも意味があり、
「 融通が利きます
ように」
という願いが込められているようです。また柚子には血行を促進する成分や、鎮
痛作用のある成分が含まれています。更にビタミンＣも豊富なため、湯につかり全身から
それらの成分を吸収することで風邪をひきにくくする効果があります。

【長泉町下長窪

〜Job Information〜

※長泉なめり駅から徒歩20分】製造

★未経験ＯＫ！土日休み。20代〜50代の男女活躍中！
家事や育児との両立もばっちりです★

≪製品塗装前後の準備作業≫

①小物部品にマスキングを貼る作業（塗装前の小物部品にマスキングテープを
貼る作業と塗装後の小物部品からはがす作業。＊女性活躍中のお仕事）

②加工前の製品をカゴに並べる作業
（塗装加工前の製品を専用のトレーに並べる作業。＊男性活躍中のお仕事）

一語一得
〜いちごいちえ〜

時給／①時給1,000円〜 ②時給1,050円〜
時間／①8:30〜17:00 ②8:00〜17:00
休日／土・日・祝日 ※会社カレンダーによる 資格／未経験者ＯＫ
待遇／車通勤ＯＫ・交通費規定支給・社会保険完備・制服貸与・弁当注文可能・ロッカーあり

【富士市島田※イオンタウン富士南店から車で5分】事務/組立
★安心の9：00からの業務で朝が苦手な方でも大丈夫！
初めてでも安心♪★
≪オーダーメイド設備機器の製造会社での一般事務／組立作業≫
①〈事務〉電話応対、清掃、買い物、簡単なペンキぬり、社員のサポート等多岐にわたる作業

＊20代〜40代の女性活躍中
②〈組立〉自動車関係の機械の組立、配線等を行っていただきます。
＊20代〜40代の男性活躍中！！50代の方でも経験があれば、問題なし！
軽作業のお仕事もありますので、女性の方もご相談ください♪

時給／①1,000円〜 ②1,050円〜 時間／9:00〜18:00
休日／土・日（※会社カレンダーによる）その他GW・夏季休暇・年末年始など長期連休あり※繁忙期は月に1〜2回、土曜出勤あり
資格／①未経験OK！パソコンスキルに自信がない方でも安心 ②未経験OK
待遇／交通費規定支給・無料駐車場あり・制服貸与

【富士市外神※花の湯から車で10分】製造
★職場見学してから入社するかどうか決めることが出来ます！
未経験の女性活躍中♪小さいお子様がいても働きやすい★
≪医療用医薬品の目視検査・包装≫

2017.11.17〜11.18 チーム・アイ社員旅行
（ばんこの里会館にて）

2017.12 Vol.32

大手医薬品メーカーの工場内クリーンルームにて医薬品の目視検査や箱詰作業。
不良品の選別や、小さい箱に製品を詰める作業です。＊弊社スタッフ活躍中！！
時給／1,200円〜 時間／8:00〜16:50（残業月1〜5時間程度）
休日／土・日・祝日、他（年末年始・夏季休暇連休あり）
資格／普通自転車免許（通勤の為）、
未経験OK！しっかりとした教育や研修があります。
待遇／社会保険完備、無料駐車場あり、交通費補助あり、制服貸与

【沼津市東間門】組立
★ちょっとした軽作業からしっかり組立する作業まで、
様々な仕事があります★
≪配線や部品の簡単な組立≫

配線加工やネジ締め作業を行っていただきます。
男女活躍中！簡単な作業なので、未経験の方も安心して始められます。
時給／1,150円以上 時間／8:10〜16:45
休日／土・日・祝日、GW・夏季休暇・年末年始 ※会社カレンダーによる
資格／未経験者OK
待遇／車通勤OK、交通費規定支給、社会保険完備、作業服貸与

お問い合わせは アイ・ブロード

0120-516-856

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

〒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

社員旅行2017

ばんこの里会館

～伊勢神宮参拝、ろくろ陶芸体験と四日市の旅～
１日目
7：00
会社出発

四日市ポートビル うみてらす14
地上90mの高さから360度のパノラマで四
日市港を一望！全国に18港しかない国際
拠点港湾の１つ。
コンビナートが見下ろせ、貨物の積み下ろし
現場、
モータープールに並んだ自動車などを
鑑賞しました。

『大遠会館』or『ひものセンター』にてお昼

作り方

土鍋で有名な萬古焼のふるさと
で、
ろくろ陶芸体験。
1人1Kgの粘土が用意され、
マグ
カップやお皿、
お茶碗などなど…
思い思いのものをつくりました！

海の幸が美味しい三重県。
新鮮な魚介は脂ものっていて、
甘さも十分！

作った 土 台 の 上 に 一 段 一
段、棒状の粘土を積み上げ
ていきます。
表面を整えた後、縁はなめ
し皮という鹿の皮で滑らか
に仕上げます。ろくろを手で
回しながら作業♪
最後はそれぞれの模様をつ
け、底を切り離して完成！

❀11月の1DAYセミナーを開催しました❀
今回は…

ステンドグラス体験
2017/11/23 開催
今回の講師は、
富士市大淵にある
ステンドグラスと雑貨のお店
さんの小山一成先生を
講師にお招きしました！

普段なかなか体験できないステンドグラス製作。
先生から丁寧な指導をしてもらいながら、みんなで
真剣に作成しました！
開始当初は雨がパラパラしていましたが、作り終わる頃には快晴に☀
太陽にかざすと一層輝きが増すステンドグラス。キラキラしてとても綺麗でした♪

〜参加された方の声〜
コンビナートは、外国から輸入
した原油を石油やナフサなどの
石油化学製品につくりかえる所。

三重うまし国横丁『おいないさ』にて宴会
名物とんてきと伊勢の海
の幸をいただきました！
新 鮮な魚 介がどれも美
味しい♪
伊勢志摩サミットの乾杯
酒 でもあった 地 酒 の
「作」もみんなで楽しみ、
クルージングで冷えた体
もあたたまりました！

恒例となっている新入社員による余興！
クオリティが高くみんなからも好評価！
終始笑いの渦に包まれました♪

クロフネファームにてお昼
野菜中心の優しいランチブッフェ。
こちらは就労支援持続A型施設事業
所でもあるレストラン。身体、知的、精
神に障害のある方々がそれぞれの個
性を生かしながら働かれています！
野菜たっぷりの料
理が盛りだくさん
♪どれも美味しく
て大満足！

・楽しく集中してできました！
・いつも素通りしている会社に入
れて良かったです。
・気さくなスタッフの方たちと楽し
く参加できたので、ただ作るだ
けでなく楽しく過ごせるのがいい
と思いました。

盛り上げ上手な先生たちに教えてい
ただきながら、様々な物が出来上が
りました。焼き上がりは約1か月後！
手元に届くのが楽しみです☆★

工場夜景クルーズ
最近人気沸騰中の工場夜景。
チャーター船に乗り、
コンビナー
ト夜景を60分間楽しみました。
プラントに異常がない
か夜間も確認できるよう、
ライトアップされています。
工場の煙突から出ている
煙のようなもの…
実は蒸気！
「いつも工場夜景は、
富士市が1番！2番目
に四日市とお客さんに
言ってるんです」
と、
コ
ンビナート企業OBの
ガイドさんがお話しし
てくれました！

２日目

伊勢神宮(外宮)参拝
2日目はお伊勢参りへ。
一生に一度はお伊勢参り と
昔から言われている伊勢神社。
まずは伊勢神宮の外宮へと足
を運びました。

外宮は天照大御神さまのお食事
を司り、産業の守り神である豊受大
御神（とようけのおおみかみ）さまを
お祀りしています。外宮は約1500年
の歴史があります。

第19回 東名グループ富士山清掃活動
2017.11.25(土) 富士市依田橋地区周辺にて

おかげ横丁散策

お客様・社員、その家族含め、
総勢約120名が参加しました！

伊勢神宮の内宮前にある おかげ横丁
にてレトロな街並みを、
自由散策♪
約4000坪の敷地内には、江戸から明
治期にかけての伊勢路の代表的な建
築物が移築・再現されています。

伊勢神宮(内宮)参拝

伊勢名物の赤福
も作り立てが食べ
られます。

外宮参拝に続き、内宮参拝。
内宮は皇室の御祖先であ
り、太陽にもたとえられる天照
大御神（あまてらすおおみか
み）
さまをお祀りしています。
内宮は約2000年の歴史です。
お伊勢参りとは、内宮と外宮の両方を参拝すること。私たち
も習わしに従い、外宮→内宮の順にお参りしました！
「外宮は
左側通行で、内宮は右側通行。」それは、参道の外側を通っ
て神前に進んだ参拝者の「慎みの心」の表れと考えられま
す。
また、参拝前にお清めをする御手洗場が内宮は右側、外
宮は左側であったことも理由と考えられます。

伊勢湾フェリー
伊勢湾フェリーに乗船し、鳥
羽港を出港。伊良湖港まで
の約一時間、行きのバスと
はまた違った景色を楽しみ
ました。

20：00過ぎ会社到着

工房あおさんでは、
ステンドグラスの教室や雑貨の販売など
もあります！昼間と夜では雰囲気もガラリと変わります
☆お近くに行かれた際はぜひお立ち寄りください！
【営業時間】
9：30〜19：00
【定 休 日】
祝日・第2、第4土曜日・日曜日
富士市大淵2881-16 TEL.0545-35-5599

旅行を終えて・・・

・料理が美味しくて、三重県
の食を堪能できた。
・観光地として有名ではない
ところも行ってみると意外
と楽しめる土地だった。
・皆で普段できない体験が
できて、
とても面白かった。
・四日市の工場夜景クルー
ズで、富士の工場夜景が
見たくなった。
★他の地に行って、地元の
魅力にも興味が湧いたこと
が良かった。

今回は富士市依田橋地区の清掃活動を行い
ました。様々な企業が立ち並ぶこの地域は、大
通りや企業のある周辺は綺麗な所も多かった
のですが、一本奥に入ると、道路の側溝など、
空き缶やお弁当のゴミなどが目立ちました。
✿今回で19回目となる富士山清掃活動。お天
気に恵まれ、怪我もなく、無事に終えること
が出来ました。

清掃活動を行いながら、各
チームのベストショットを撮影。
ベストショット賞に輝いたのは
こちらの写真！

