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東名電機&
アイ・ブロード共同開催

12月の1DAYセミナー

お正月飾り 作り

【土】

■日
■定

時：2018年12月15日
（土）
10時〜12時
員：10名

（小学生以下のお子様は親御さんとご参加下さい）

■参加費：1,500円
■講 師：サンセリテ デザイナー
牧野 晴美 様
■場 所：東名電機 株式会社（富士市原田621-1）
12月の1DAYセミナーは「お正月飾り作り」です♪
お花をあしらった、しめ飾り作りに挑戦します★
主に家庭の玄関に飾るものですが、しめ飾りをする理由として、
「ようこそと神を迎え入れるという意味」
「家の中に入った神様に
いつまでもいてもらえるようにする為」など諸説あるようです…！
今年はしめ飾りを自分の手て作ってお正月を迎えてみませんか？
親子での参加も大歓迎です♪お申込みお待ちしております♡

▼お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡下さい♪

☎0120-516-856
☎080-4923-1100（担当：吉野）

または

体育奨励施設・契約保養所利用補助について
2018年3月号の一語一得でも特集として載せさせて頂きましたが、神奈川県情報
サービス産業保険組合の被保険者・被扶養者の皆さんが使える様々な特典があります。

指定の施設を利用した場合、またはレジャーで旅館・
ホテル・民宿(直営保養所の伊豆さくら山荘は除く)を
利用した場合の宿泊料について
補助金(最高4,000円)が支給されます。
【申請限度】年度内(4月1日〜翌年3月31日)に利用したものに対して、
1人1回限り。※体育奨励施設・契約保養所利用補助との選択制です
【申請方法】下記の①②をご用意の上、本社へご提出ください。
①申請書→神奈川県情報サービス産業健康保険組合のHPから
申請書をダウンロードし、必要事項を記入したもの
②利用した施設の領収証の原本または利用券半券
（共に利用料金の内訳、利用日の確認ができるもの）
●体育奨励施設 北海道〜沖縄まで日本各地、全90ヶ所が対象となっています！
東京ディズニーリゾート、東京スカイツリー、キッザニア東京、八景島シーパラダイス、富士サファリパーク、富士急ハイランド、
伊豆ぐらんぱる公園、修善寺虹の郷、ハウステンボス、箱根小涌園ユネッサン、万葉倶楽部…など

年末年始、お出かけの際は是非、ご利用下さい♪（お問合せ：0120-516-856）

◆お仕事情報◆
【富士市今泉※吉原駅から車で5分】

〜Job Information〜
【富士宮市外神※花の湯より車で10分】

［短期］
化粧品の検査・包装

お薬のチェックや包装作業

★扶養内勤務OK♪未経験OKのお仕事！
★ちょっとしたお小遣い稼ぎに◎

★嬉しい土日祝休み♪
★出張面接OK！夕方以降の面接もOK！

仕事内容/ クリーンルームで化粧品(クリームや試供
品)を袋に詰めたり、汚れがないか確認す
る簡単なお仕事です。※新しく始める事業
の為、他の方も未経験です!ご安心下さい。
時
給/ 950円〜1,000円
時
間/ 9時00分〜16時00分
（休憩60分）※扶養内勤務OK
休
日/ 土・日・祝日、年末年始
期
間/ 2019年1月〜2019年3月末
※即日〜スタートしたい方もお気軽にご相談下さい。
資
格/ 未経験OK！
待
遇/ 車・バイク・自転車通勤OK、
無料駐車場あり、休憩室利用可

仕事内容/ 大手医薬品メーカーの工場内クリーンルーム
にて、錠剤・小ビン・湿布剤などの医薬品の目
視検査をしたり、箱詰めをする作業です。
時
給/ 1,200円
時
間/ 8時00分〜16時50分（休憩60分）
休
日/ 土・日・祝日、GW、夏季休暇、
年末年始※会社カレンダーあり
期
間/ 即日〜長期
資
格/ ※入社日はご相談下さい！
待
遇/ 未経験OK！(どなたでもできる作業内容です)
制服貸与、車通勤OK、無料駐車場あり、
交通費規定支給、食堂利用可、
ロッカーあり、お弁当注文可

【御殿場市】
製品の組み立て・検査

未経験OK☆50周年を迎える会社での事務
★先輩スタッフがみんな優しい♪
★私服勤務OK！正社員が目指せる！

仕事内容/ 仕分け製品の組立及びはんだ
付け作業※はんだ付け作業に
ブランクがあってもOK！
時
給/ 1,300円〜1,350円
※経験・スキルによる
時
間/ 8時30分〜17時15分（休憩60分）
休
日/ 土・日・祝日、GW、夏季休暇、年末年
始、他長期休暇 ※会社カレンダーあり
期
間/ 即日〜長期
資
格/ 未経験ＯＫ！
待
遇/ 制服貸与、車・バイク通勤OK、
無料駐車場あり、交通費規定支給、
休憩室・食堂利用可、
社会保険完備

仕事内容/ 専用ソフトを使用した受発注処理、見積作成、書類作成、
来客対応、ネット通販対応、出荷作業。※出荷作業で重た
い荷物がある場合は男性スタッフが行ってくれます♪
時
給/ 1,100円
※派遣期間後、月収16万5千円〜18万円可
時
間/ 8時00分〜17時30分（休憩90分）
※土曜出勤は8時00分〜12時00分
・日・祝日、GW、夏季休暇、
休
日/ 土（午後）
年末年始 ※会社カレンダーあり
期
間/ 即日〜長期
資
格/ PC操作できる方（事務の実務経験は必要ありません）
待
遇/ 車・バイク・自転車通勤OK、無料駐車場あり、交通費
規定支給、休憩室利用可、社会保険完備、住宅補助
制度※直接雇用後、住宅補助制度などの待遇あり

未経験OK！プラスチック製品の組立

【富士宮市柏原字大角】
ド短期★12/17〜12/21★荷物の仕分け

★サポート体制抜群で未経験でも安心◎
★20代〜30代の女性活躍中♪

★1週間のみのお仕事！時短勤務もOK♪
★未経験OK！資格は必要ありません♪

仕事内容/ コピー機やプリンターなどの
プラスチック製品の組立作業
です。
時
給/ 時給1,000円〜
時
間/ 8時00分〜17時10分（休憩70分）
休
日/ 土・日、GW、夏季休暇、年末年始
※月2回程度、土曜出勤あり
※会社カレンダーあり
期
間/ 即日〜長期
資
格/ 未経験ＯＫ！
待
遇/ 制服貸与、車通勤OK、無料駐
車場あり、交通費規定支給、
ロッカーあり、社会保険完備

仕事内容/ ①トイレットペーパーや斗缶の製品を台車
に積みかえる作業
②製品を指示書通りに仕分けする作業
③製品を配送用トラックに積む作業
時
給/ 1,200円 ※深夜割増あり
時
間/ ①8時〜17時 ②17時〜24時 ③24時〜翌6時
※上記時間より好きな時間を選べます!（休憩60分）
期
間/ 2018年12月17日〜12月21日
資
格/ 未経験ＯＫ！(18歳以上であれば学生もOK)
待
遇/ 制服貸与、車・バイク・自転車
通 勤 O K 、無 料 駐 車 場 あり、
ロッカーあり、休憩室利用可、
週払い
（12/28振込）

2018.11.17

11月／1DAYセミナー（プログラミング教室）

2018.12 Vol.44

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

単発作業登録者募集中!!
「子供がいるので、長期やフルタイムで働くのは難しい」
「平日は働いているけど、土曜日だけ働きたい」などのお悩みはありませんか？
アイ・ブロードでは、月に2〜3回単発のお仕事があります!!
ご登録して頂くと、単発のお仕事の日程をご連絡致します!まずはご登録だけでOK♪

2018年も一語一得をお読み頂き、ありがとうございました。
来年も皆様に楽しんで頂けるような情報をお届けしますので、
今後ともどうぞ、宜しくお願い致します。

〜いちごいちえ〜

【三島市梅名※大場駅から車で5分】

★はんだ付け経験者大歓迎！
★高時給！今より稼ぎたい方必見！

【沼津市我入道】

一語一得

お問合せもお気軽に♪ アイ・ブロード☎0120-516-856

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

アイ・ネクスト新入社員紹介

①アイ・ネクストを選んだ理由は？
システム開発の業務を探していたところ、アイ・ネクストを紹介して頂
きました。社長、部長、
リーダーとお話をさせて頂き、また、職場体験と
いう形で1日仕事を体験させて頂く中で、この会社に入ったら、様々な
知識・技術を身に着けられると思い、入社することにしました。

11月よりアイ・ネクストに新しい仲間が1名増えました★
早速、入社の理由やプライベートについてまでインタビュー開始^^

名前：三颯 恵理紀
（Mira Erik）
生年月：1992年8月生まれ
好きな食べ物：チョコレート
好きなもの：ゲーム
★好きなテレビゲームは、
「キングダムハーツシリーズ」

1DAY

セミナー

コンピュータ全般が好きなのでパソコンの組立やプ
ログラミングも趣味でいじったりしますが、それ以外
にもエレキギターをたまに弾きます。高校の時に友人
に誘われて始めたのですが、全然腕が上がらず、未だ
に下手だと感じます。ただ、下手でも弾くことは楽し
いので気が向いた時に弾いています♪

②入社してみて職場の雰囲気は？
上司や先輩にも話しかけやすく、風通しの良い職場
です。わからないことや気になることをちょくちょ
くリーダーや先輩に聞いていますが、皆さん丁寧に
教えて下さるので助かっています。

③自分の性格を一言で表すと？

⑤今後の目標をどうぞ！

ネコでしょうか。気分屋でマイペースな面があり、人に合
わせるのは少し苦手(笑)ですが、自分の決めたことや自
分のやりたいことに対しては高い集中力を発揮するとこ
ろは強みだと思います。ちなみにネコは大好きです♪

こどもプログラミング教室

2020年度より順次施行される学習指導要領では、
小学校〜高等学校の各学校で「プログラミング教育」が必修化されます。
そんな「プログラミング教育」を東名グループ主催の1DAYセミナーでは
先取り♡し、第4弾のプログラミング教室を開催しました^^

セミナーの様子

テキストを元に、アイ・ネクストが
講師となって教室スタート★
皆さん、真剣に取り組んでくれまし
た！1DAYセミナーのプログラミング
教室では、わからないことがあった
らすぐにスタッフがサポートします
ので安心して参加して頂けます♪

から
0年 化!?
2
20 必修
教育

参加者の皆様の声

★初心者向けのわかりやすいセミナーで参考になりました。
スクラッチは知っていましたが、
プログラミングは初めて知ったので、
自宅でもやらせてみようと思います。
★プログラミングをまた子供に受けさせたい。
職業体験みたいなものをさせてあげたい。

実際に体験したお子様からの声

教室終了後は、参加してくれた皆様
1人1人へ修了証の授与式が…！
コンピュータに限らず、自分が意図したことを実現するために、何が必要かで、どのような機能
を組み合わせればいいのかを検討したり、その組み合わせをどう改善すれば効率的かといった
ことを論理的に考える力のこと。
プログラミングの場だけでなく、あらゆるシーンで役立つ可能性が高いです♪

そもそも
プログラミング…
って？

★家でプログラミングを使用していますが、自分でどう扱って
よいのか、
どうやって楽しんだらよいのかわからないようでした。
今回参加して理解できて、家でさらに使っていってくれるといいと思います。

現在、私たちは「コンピュータ」なしでは生活を送れなく
なっています。パソコンがなくては業務ができない、とい
う企業様も多いのではないでしょうか。
しかし、その技術を支える人材が不足しています。
まずは技術への理解を高める必要があり、興味を持つ層
の視野を広げる必要がある、という思いから「プログラミ
ング教育」の必須化が議論されてきました。

プログラミング教育の目的は、
「プログラマーの育成」が目的ではなく、
「プログラミング的思考」を育むことです！

自分が今持っている技術を高めるのはもちろん、自分にまだない知
識・技術を貪欲に吸収していきたいです。その為に、まずは情報処理
技術者試験の各スペシャリストに合格することを目指しています。そ
の第一歩として、学生時代に合格できなかったネットワークスペシャリ
ストに合格してリベンジを果たしたいです！

お父さん・お母さんからの声

必修化の背景は…？

プログラミング的思考とは？

休日は自宅でビデオゲームで遊んだり、家族や友人と出かけたりしま
す。最近はオンラインゲームにはまっていて、Skypeで友人と話しな
がら遊ぶことが多いです！

⑤趣味・特技は？

★プロフィール★

毎回
大好評

④休日の過ごし方は？

1つのゴールを目指してプログラムを
組 ん でもらいましたが 、そ の 過 程 は
様々♪
子供らしい柔軟な発想で工夫されたプ
ログラムがたくさん出来上がりました！

★わかりやすかった
（8歳 男の子）
★自分でプログラミングしたときが楽しかったです。
（8歳 女の子）
★わからなかった時に一緒に教えてくれて良かった。
（11歳 男の子）
★作品を作ることが楽しかった。
（8歳 女の子）
★みんな色々な作品があって面白かったです。色々な動きを考えることが
難しかったけど、勉強になって楽しかったです。
（9歳 女の子）

嬉しいことに、毎回定員以上の
お申込みのあるプログラミング教室。
今回も多くの皆様にご参加頂きました♡
参加してくださった皆様、
本当にありがとうございました♪

