◆お仕事情報◆

季節の話題
【1月の異名】

親類知人が互いに往来し、仲睦まじく
する月からくるという説が 有力とされて
います。また、稲の実をはじめて水に浸
す付きで「実月（むつき）」が転じたとす
る説、また元になる月で「もとつき」が「む
つき」に転じたとする説もあります。

む つき

睦月

しょうかん

【1月6日：小寒】
寒さが厳しくなり始める時期であり、天気予報などで
俗に言う
「寒の入り」は、小寒を指しています。小寒から
節分までの三十日間のことを
「寒の内」
といいます。
ななくさがゆ

【1月７日：七草粥】
小寒の翌日、1月7日の朝、七草粥を食べる風習があ
ります。七草粥は正月行事として定着していますが、本
来は1月7日に行われる
「人日の節句」の行事で、五節
句のひとつです。
人日とは、文字通り "人の日"という意味で、古代中国
で7日は人に刑罰を与えたりせず、7種の若葉を粥に入れて無病息災を願っ
ていたことに由来します。
この風習が日本へ伝来し、年のはじめに若菜を摘
む「若草摘み」
という日本古来の風習と結びついて「七草粥」
となり、江戸時
代に五節句のひとつとして定着しました。本来は前日に七草を摘みに出か
け、7日の朝にお粥にしていただきます。
7日といえば松の内（一般的には1月1日〜1月7日）の最後の日。この日に
七草粥を食べることで、1年の豊作や無病息災を願います。また、お正月の
ご馳走につかれた胃腸をいたわり、
ビタミンを補う役目もあります。
だいか ん

【1月21日：大寒】
冷気が極まって、最も寒さがつのる時期で、一年で最も寒い時期とされて
おり、大寒が終わると次は「立春」、暦の上では春がやってくることとなって
います。
大寒は、邪念を払い、気を引き締める事がこの日の意味とされていて、寒
稽古や水行をするなどして、邪を払う日として大事にされています。
寒い時期に海で泳いだり、滝に打たれるなどの稽古は、精神面を鍛える効
果があると言われています。
また、大寒の日に産まれた卵を大寒卵と呼び、金運や健康運が上がる縁起
物として親しまれています。

2018年 / 平 成 3 0 年

戌年

「戌」は「一印」
と
「戈（ほこ）」からなる字
で、
もともとは作物を刃物で刈り取り、
ひ
とまとめに締めくくることを表していま
す。また「戌」は「ほろびる」を意味する
「滅」で、草木が枯れる状態との見方も
あります。
この「戌」
を
「犬」
としたのは、庶
民に十二支を浸透させるため、動物の
名前を当てたものですが、順番や選ば
れた理由は定かではありません。

明けましておめでとうございます
今年も東名グループ並びに
幣 紙「一語一得」
をよろしくお願い致します

〜Job Information〜

【富士宮市外神※花の湯から車で10分】【富士宮市外神※花の湯から車で10分】
医療用医薬品の目視検査・包装

未経験OK！医薬品の品質検査

★しっかりとした教育で未経験でも安心◎
入社前に職場見学できます！土日祝休みで
20代〜30代が多い職場なので、小さいお子
様がいても働きやすいです♪★

★医薬品業界に興味ある方におすすめ◎土
日祝完全休みで残業も少なめ。キレイな職
場で20代〜40代の男女活躍中★

仕事内容/大手医薬品メーカーの品質試験部門にて医薬品の理
化学試験。専用の試験装置を使用しますが、未経験の方も大歓迎です。
時給/ 1,460円〜
時間/8:00〜16:50
（休憩60分）
休日/土日祝、他年末年始、夏季休暇連休
あり
（会社カレンダーによる）
資格/未経験の方OK！
資格/要普通免許（通勤手段確保できる方）、
PC(Word/Excel)基本操作
待遇/車通勤OK・無料駐車場あり・交通費規定支給・社会保険完備

仕事内容/大手医薬品メーカーの工場内
クリーンルームでの作業。
時給/1,200円〜
時間/ 8:00〜16:50（休憩60分）
休日/土日祝、他年末年始、夏季休暇連休
あり
（会社カレンダーによる）
資格/未経験の方OK！
待遇/車通勤OK・無料駐車場あり・交通費
規定支給・社会保険完備・制服貸与

一語一得
〜いちごいちえ〜

【富士宮市西部※富士宮西高または大中里から車で15分】【富士市伝法】
プラスチック製品の検品・箱詰め

自動車内装部品の組立

★雰囲気の良い職場で、丁寧に指導してくれます
❀残業なし！20代〜50代の女性活躍中！★

仕事内容/工場内にて、
インスタント麺の
カップ等の検品、箱詰め作業を行います。
簡単な軽作業なので、未経験でも大丈夫。
お友達同士の応募もOKです♪
時給/ 1,200円〜（22:00以降/時給1,500円〜）
時間/①8:00〜17:00
（休憩60分）
②17:00〜翌2:00（休憩60分）
※①②からお好きな時間をお選び下さい！

休日/土日、年末年始、GW、夏季休暇あり
(会社カレンダーによる)
待遇/無料駐車場あり・交通費規定支給・お弁当あり

★20代〜40代の女性活躍中！アットホーム
な会社でサポート体制抜群◎最初は丁寧に
教えてくれます♪お休みが多い会社です★

仕事内容/プラスチック製品の簡単な組立や、
シールを貼りつけるお仕事です。未経験でも
すぐに始められるお仕事です！
時給/ 900円〜（一ヶ月勤務後、時給1,000円にUP）
時間/8:00〜17:00
休日/土日祝、年末年始、GW、夏季休暇
あり
（会社カレンダーによる）
※年間休日120日
待遇/交通費規定支給・無料駐車場あり・
社会保険完備

【御殿場市神場※御殿場線 富士岡駅より車で10分】【沼津市足高】
簡単な電子部品の組立・検査

キレイな職場でのテーピング機械の組立作業

★7〜8名募集中！空調完備でキレイな職場
◎20代〜50代の女性活躍中！！製造未経験
の方でも安心して働けます★

★サポート体制抜群でスキルUPが目指せま
す◎20代〜30台に男性活躍中。残業はほぼ
なし！細かい作業が好きな方におすすめ★

仕事内容/ 電子部品を製造装置にセットしたり、製品の外観をチェック
する作業や、電線を製造する等のお仕事がメインです。基本、機械にセットする
簡単作業なので、工場勤務未経験・派遣が初めての方でも大丈夫です！
時給/1,200円〜1,250円
時間/①8:10〜17:00（休憩60分）②16:55〜翌1:30(休憩45分)
（実働7時間50分）※2交替勤務。日勤専属・夜勤専属のご希望もお気軽にご相談ください！
休日/土日祝(会社カレンダーによる)
※年間休日124日（H29年度実績）
待遇/車通勤OK・交通費規定支給・社会
保険完備・制服貸与・ロッカー、食堂あり

仕事内容/組立はパターン化している
ため流れを覚えてしまえば大丈夫。
顕微鏡等も使用するので、手先の器用な
方に向いています！
時給/ 1,100円〜1,200円
時間/8:30〜17:30
（休憩60分）
休日/土日 ※年間休日121日
待遇/交通費規定支給・社会保険完備・
制服貸与

【沼津市東間門】

工場内での簡単な電線の切断作業

★人気の事務のお仕事！経験不問。男女活躍
中です！2018年2月勤務スタート。長期で働
ける方大歓迎★

★30代以上の男性活躍中！会社の雰囲気バ
ツグン◎大手企業で働けます。経験者歓迎！★

お問い合わせは アイ・ブロード

仕事内容/電線を機械にセットし、指示書
に記載されている長さに切る作業。
また付帯業務。
時給/1,100円〜1,200円
時間/8:00〜16：50（休憩60分）
休日/土日、GW、夏季休暇、年末年始
（会社カレンダーによる）※年間休日122日
待遇/車通勤OK、作業着貸与、食堂あり、
ロッカー・シャワー室あり

0120-516-856

働き方改革セミナー

2018.1 Vol.33

東名グループ

【沼津市双葉町】

大手企業での事務業務

仕事内容/ 材料の調達事務のお仕事。
PCを使用します。
時給/1,100円〜1,200円以上
時間/8:10〜16:45
（休憩あり）
休日/ 土日祝、GW、夏季休暇、年末年始
休暇あり
（会社カレンダーによる）
待遇/ 車通勤OK・交通費規定支給・
駐車場あり・社会保険完備・制服貸与

2017.12.

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

出張型

参加 女子的★キャリア図鑑
無料

働き方改革のセミナーをしていただきました！

開催決定
！
！
開催決定！
！
！
！

つくる社会保険労務士法人
特定社会保険労務士

星野 恵美子さん

そこで2018年は新たな形での開催が決定！
！
！
人財派遣会社である私たちは、多くの方に働くことの魅力につい
て知ってもらいたいと考えています。そこで来年はアイ・ブロードが
出張して講座を行います。第1回目は富士市今泉にある
「いまいづ
み幼稚園」
です。
日程：2018年2月14日(水)
13:00〜14:00
場所：いまいづみ幼稚園
対象：いまいづみ幼稚園に登園している
お子さんのご家族
＊座談会形式で開催

働き方改革は「働く人」改革

子育て奮闘中のママさん達 座談会

この所よく耳にする
「働き方改革」
。
「一億総活躍社会を実現
するための改革」
とも呼ばれ、少子高齢化が進む中でも
「50
年後も人口1億人を維持し、職場・家庭・地域で誰しもが活躍
できる社会」
を目指したものです。労働人口の減少だけでな
く、様々な職業が人工知能やロボットに代替されると言われ
ている中で、10年後も求められる人になるために、私たちは
どのような人になっていかなくてはならないのか。
つくる社会保険労務士法人 特定社会保険労務士の星野恵
美子さんにご来社いただき、お話ししていただきました。
★セミナーの最後には社員それぞれが「今日からやること
宣言」
をみんなの前で発表しました！

12月8日に洋菓子の家mimiさんにて、子育て中のママさん
たちと座談会を開催しました。
子育てに悩みはつきもの。ママさんや自分のお子さんの個性
を知ることによって、さらに楽しく子育てしてほしいという思
いから、アイ・ブロードの上柳尚美さん、洋菓子の家mimiの
木伏美希さんのお二人が自ら学んだISD個性診断を交えて
座談会を行いました！
小さなお子さんを連れて参加して下さった方もいて、他のマ
マさんたちのお話も聞きながら、美味しいケーキを食べ、自
分の個性を知り、有意義な時間となりました♪

〜10年後も求められる人財になるために〜

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。昨年に引き続き、今年も
様々な方にゲストとして登場していただき、自分らしく生きる・働くヒント
を教えていただきました。お陰様で幅広い年代の皆さんに参加していた
だくことができました。

■□
■□働くママのワーク&ライフ□■
□■
ぶらりっと。１２月号にて記事を掲載！
富士市の新聞販売店、雨森新聞舗さん内にあるネクストインフォ/ぶらりっと。
編集部さんが創る、 地元を好きになる地域密着マガジン「ぶらりっと。」
にて、アイ・ブロードの記事が掲載されました。
「働くママの一日」
に密着したこちらの企画。
１２月号はアイ・ブロードで働いて
いるママさんを特集してもらいました。出勤日の１日を切り取り、
１日をどんな
スケジュールでこなしているのか、また子育てと仕事の両立のコツ、働き出し
たことで環境はどう変わったのか…などなど、子育てを経験しているからこそ
の視点で生の声を聞かせてもらいました♪

「働くママのワーク&ライフ」
は隔月で計6回掲載されます。
次回は1/25発行の2月号！
2月号で取り上げた働くママ
からもまた素敵なエピソードを
教えてもらいました♪
お楽しみに！

〜この講座を通して伝えたいこと〜
◆今働いていない女性のみなさんにも、働くことに興味をもっ
てもらいたい！
◆働く楽しさを知って、
もっと自分の魅力を活かしてほしい！
◆子育てと仕事の両立に悩んでいて一歩踏み出せない人に、
先輩からのヒントをもらって不安を少しでも解消してほしい！
◆子育てしながら身につけてきたお母さんたちの能力が、仕事
で活躍する事を知ってもらいたい！
◆身近な体験談を聞いて、
自分や他のお母さんたちが今感じ
ている不安を知り、今後、気軽に話すきっかけにしてほしい！

2月はいまいづみ幼稚園で行いますが、
他の幼稚園等でも出張セミナーを承ります。
皆さんの周りでご興味のある方がいらっしゃい
ましたら、ぜひアイ・ブロードまでご連絡ください！
お問い合わせは、電話
（0120-516-856）
またはメール
（yoshino̲r@i-broad.co.jp）
でお願いします！
【担当：アイ・ブロード吉野】

１２月の1DAYセミナーを開催しました！

毎月４万 部 以 上を発 行し
ている、ぶらりっと。お店な
どに設 置されている所で
は、すぐに在庫がなくなっ
てしまうほどの大人気マガ
ジン！！

バックナンバーは
ぶらりっと。
さんの
公式サイトから見ることができます！
http://www.burarit.com/index.html#burarit

お仕事情報も掲載中！

ぶらりっと。読者の方からいただいた声
・今号から始まった「働くママのワーク & ライフ」。
これから働こう
と思っているので、参考にしたいと思っています。／女性・主婦
・よかった企画「働くママのワーク & ライフ」／男性

【ISD個性心理学】
とは・
・
・

10万人以上のサンプルから収集した
データによる統計と分析、検証によっ
て構築された103万6800通りの
データベースから作成されたもの。
自分自身や相手を知ることによって、
個性を生かしたり、人との円滑な関
係 性を築きやすくしたりと、よりス
ムーズなコミュニケーションが図れる
ようになるヒントになります。

