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皆様、
こんにちは。
年度変わりをむかえ、
お忙しくお過
ごしのことと存じます。
体調には十分お気をつけいた
だき、
お元気で新年度をお迎え下さい。
今後ともどう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

一期一会
我が社にも同じような出会いや別れの場

をさせていただきました。常に高い志を持

面があります。
年度が変わるこの時期は、
普

ち、
スキルを積み上げていらっしゃいました

うになり、卒業式や入学式など学校行事に

段にも増して多く御座います。
一昨年に施行

が、今回晴れて先方の正社員となられまし

参列する機会が増えました。
小学生にとって

された労働者派遣法により、
今年度は以前よ

た。
とても謙虚な姿と将来に向けての夢を聞

の一年間は、
大人の何十倍も長く、
濃厚に感

りも多くの派遣社員の皆さんが、
派遣先企業

かせていただきました。

春は出会いと別れの季節です。
一昨年から長男のPTA活動に関わるよ

やその関連会社への直接採用が増えて来ま

じます。
一年一年の積み重ねで成長する姿も感じ

今後は、
このような就業先への直接採用や
無期雇用での派遣就業など、
皆様のライフス

した。

ます。
特に、
この3月や4月は友達との出会い

長年派遣社員としてご活躍いただき、
晴れて

タイルに合ったお仕事のご提案が出来れば

や別れ、
同じく先生方との別れや出会いも大

企業の直接採用になり正社員や契約社員と

と社員一同考えております。
それぞれの立場

きな節目となります。
学年が上がるこのタイ

して新しい道を歩まれます。
私自信も会社代

でお互いが協力し合い、
ベストな条件で関わ

ミングで貴重な人生経験を踏んでいる姿に、

表として、
大変嬉しく誇らしく感じております。
先日、
勤続十数年いただいた、
K様と懇談

たくましさも感じます。

れる事を目指して会社運営にあたって参り
ます。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

29年度からの中期営業計画
3月16日、
幹部会議にて次年度から5年間の中期営業
計画を作成しましたので、
ご案内申し上げます。

弊社の三本柱

派遣事業

職業紹介事業

自治体委託事業

年間売上高、
営業利益は毎年の増収、
増益を計画します。
その中で、
労働者派遣法の
改正も踏まえ、
段階的に職業紹介事業の比率を引き上げます。

29年度の重点目標
派遣事業
・キャリア形成支援を目的とした教育訓練制度の充実。
・派遣単価
（月額支給額）
の引き上げ。
・派遣就業期間を31日以上に設定。

現在の比率

派遣：4

紹介：2

委託：4

段階的に引き上げ

5年後の到達目標

派遣：4

紹介：4

※派遣事業は、弊社の中核事業として継続して、売上増を見込みます。
※自治体委託事業は、震災後6年の経過を踏まえ、事業規模の縮小を計画します。

紹介事業
・紹介予定派遣の更なる充実。

委託：2

・
「介護・医療」
分野の強化。
・
「エンジニア・営業職・経営管理者」
部門の別会社化。

紹介キャンペーンの継続について
前月号に引き続き、新年度に向け派遣社員並びに委託契約社員の新規の登録者の紹介キャンペーンを

ご紹介頂いた皆様へは登録時にQUOカード1,000
円、就業時には登録者の方と紹介者の方にそれぞ

おこないます。お仕事に復職したいがどうしたら良いかわからない。何かアドバイスをいただきたい。将来

れQUOカード5,000円を進呈させていただきます。

を考えて転職したい。など様々なご相談に弊社のコーディネーターやコンサルタントがご対応させていた

どうぞ宜しくお願い致します。

だきます。派遣社員のお問い合わせは、各登録センターへ。契約社員のお問い合わせは、本社コラッセ登録
センターまでお問い合わせください。
●強化職種・派遣職種 ……… 経理・財務関係、一般事務、介護、看護助手
●契約職種

………………… 進路アドバイザー、一般事務、受付事務

活 動 報 告
取り組み

取り組み

その１ 労働局定期調査の実施

その２ 政経東北３月号に下記の
通り掲載になりました。

去る２月１４日 本社コラッセ登録センター宛てに福島労働局による定期調

「適材適所の人財を紹介し地域に貢献」

査並びに意見交換がありましたので、
ご報告させていただきます。

30年を迎えた業界並びに弊社の業歴を、
編集

今回の調査は、定期調査で事前に福島労働局より通知があり実施されま

長様からのインタビュー形式で取材を受けまし

した。
内容は労働者派遣事業、
職業紹介事業、
委託請負事業についてそれぞれヒ
アリングと実際の契約書や諸規定について質問形式でおこなわれました。

た。
業界の今後や、
弊社の目指すべき姿など掲載
をいただきました。是非ご覧い

事業運営につきましては、
それぞれの事業趣旨が法的に理解され、
適正に運

ただければと思います。掲載号

営されている旨お話をいただきました。
これもひとえに関係各位の皆様の日頃

は、本社コラッセ登録センター

のご協力の賜物と感じております。
この場をお借りして、
御礼申し上げます。

並びに郡山支社ビッグアイ登録

詳細につきましては、
後日弊社ホームページに掲載をし、
皆様にもご報告さ

センターで閲覧可能です。お気
軽にお問い合わせください。

せていただきます。
どうぞ宜しくお願い致します。

委託事業に関わる求人募集について
毎年年度変わりの時期に多くの事業がスタートします。
昨年度は、
高校生への進路アドバイザーとして40名近い皆様に、
就職に関わる進路指導や求人開拓、
保護者向けの講演などご活躍をいただきました。
29年度に向けては、
近日中に入札があり、
落札時には募集をおこないます。
今回は県北、
県中、
県南、
いわき、
会津地区で増員
や欠員補充の予定があり、
より多くの皆様に応募いただければと考えております。
現在アドバイザーの方は男性中心ですが、
是非女性のアドバイザーの方にも各地区1名以上配置したいと考えております。
詳細は弊社ホームページに掲載させていただきます。
派遣社員の皆様にも、
今までのお仕事の経験が活かせる内容となっております。
高校生の就職希望者も半数が女生徒になり
ます。
彼女たちの気持ちに寄り添い、
親身な助言、
励ましなど女性の方にもご活躍いただける領域かと考えております。
お知り合いの方にも、
お声掛けいただければ幸いです。
ご希望の方は、
お気軽に弊社職員までお問い合わせください。
宜しくお願い申し上げます。

疲れを手早くとる！

カンタンレシピ☆
栄養士の資格をお持ちの派遣社員O様から
働く方への応援レシピです！

仕事が忙しいからと、食事を抜いたりインスタント食品などで済ませていませんか？そのような食生
活を続けていると免疫力が低下し、風邪や体重増加、
ストレスに弱いなどの不調が出てくる恐れがあり
ます。疲れた身体を手早く回復させるには、体内でエネルギーの元となる糖分(グリコーゲン)を補給す
るのがオススメ。更に、酢と一緒に摂るとより吸収が良くなるといわれています。
そこで今回は、
カンタンに作れる甘酢料理をご紹介します！

◆材料 作りやすい分量(約２人分)

柔らか鶏の甘酢あん

鶏むね肉 ……………………………１枚
塩麹 …………………………… 小さじ２
人参 ………………………………… 1本
パプリカ(赤) ………………………１個
玉ねぎ ……………………………… 1個
コンソメ ……………………… 大さじ１
酢 ……………………………… 大さじ２

★ きび糖(または砂糖) ………… 大さじ２

◆作り方
①鶏むね肉は一口大に切り、塩麹を加えてポリ
袋に入れ揉みこむ。
15分ほど常温に置く。
②人参・パプリカは細切り、
玉ねぎは薄切りにする。
③①の肉に片栗粉と小麦粉をまぶしてオリーブ
オイルで炒める。
途中、
調味酒を加え、
蒸焼き
にする。
火が通ったら一度とりだす。
④野菜を炒め、
火が通ったら③の肉を戻し、
コン
ソメを加え炒める。

醤油 …………………… 大さじ１と2/3

⑤★は合わせてレンジで1分加熱しておき、炒

片栗粉、
小麦粉……………… 適量(同量)

めた具材に加え片栗粉でとろみをつけ出来

オリーブオイル ……………… 大さじ１

上がり。

調味酒 ………………………… 大さじ１

1人分

264

約

kcal

★酢の効能
・毎日大さじ１〜２くらい
摂ると、
内臓脂肪や体重の減少が期
待できる。
・酸味により、
胃酸の分泌を良くして腸
内を刺激し善玉菌を増
やす効果がある。
・高血圧を抑えたり、
血中コレステロールの低下
を促す。

★野菜の栄養

人参…風邪予防に効く
！油と一緒に炒めると
吸収がよくなる。
玉ねぎ…血液をサラサラに
する。動脈硬化を予防する
。
パプリカ…赤いパプリカは
一番甘味があり、動脈硬
化の予防や抗酸
化作用で老化の抑制に役立
つ。
ビタミンCは緑ピーマンの
2倍とされ
ている。

