第69号(2019年4⽉1⽇発⾏）

採用見聞録
２０２０年新卒
就活解禁を迎えて

東(京都台東区 ３
) 月 上野恩賜公園の大寒桜

３月に入り、2020年に

インターンシップは６～

卒業を迎える学生の就職

８月と年明け頃に開催さ

活動が解禁となりました。

れ、半日～１日間で行う

筆者が就職活動をしてい

のがトレンドとなってい

た一昔前は、深刻な就職

ますので、その中の更に

難だったことを覚えてい

短い時間で会社の魅力を

ます。そんな当時とは異

伝える力が求められます。

なり、現在は売り手市場

弊社はどちらかというと

と言われ、採用活動にお

裏方の事業ですので、い

いては企業同士が切磋琢

かに分かりやすく伝えら

磨する時代となっていま

れるかが採用担当者の腕

す。弊社も時代に取り残

の見せどころかなぁと勝

されないよう、会社を挙

手に感じている次第です。

げて新卒採用を進めてい

次世代への継承のため

る真っ只中です。もちろ

にも、若い世代の育成を

ん、内定・採用後のフォ

今から始めなくてはなり

ローや環境整備も同時に

ません。就職活動する学

進めていく必要がありま

生さんたちと同様、私た

すので、「思っていたよ

ちの採用活動・人事整備

りも手間暇かかる」とい

も始まったばかりです。

うのが正直な感想です

来年には解禁ルールが無

(^^;)

くなるなど、大きな動き

とはいえ2020年卒業の

があります。大変革が訪

学生たちは、早ければ６

れても揺らぐことの無い

月には内々定が決まり、

よう、今年のうちに基盤

６月中旬からは2021年卒

を整えておく必要がある

業の学生向けにインター

と感じています。

ンシップが始まります。
撮影／渡邉貴宣

今年もやります！

法人 ＲＵＭアライア

昨年は７５９人にご
この活動は、弊
――
来場いただいた「カー 社が所属する「ＮＰＯ
レポ リサイくるまつ

見逃しなく！

たしました。社員一丸
日 となって、より多くの
皆様に「自動車リサイ
クル」を知っていただ

おります。

飛田 幸輝

ELV事業部長

り」。今年も早速、開 ンス」の活動方針と環
済自動車リサイクルの

催日が決定いたしまし 境理念に基づき、使用
た♪

毎度おなじみ「自動 社会的意義を普及する
年９月よ

車解体ショー」「じゃ 活動の一環として行っ
んけん大会」はもちろ ています。

２０１９年８月

用意する予定です

アが詰まった催しをご 体の代表理事に就任い

るような社員のアイデ 長の赤須洋一郎が同団

ん、老若男女が楽しめ り、弊社代表取締役社

18

<https://www.carepo.けるよう努めてまいり
でも情報を更新 ます。今年もたくさん
jp/>
していきますので、お のご来場をお待ちして

土( 小
) 雨決行
カーレポ 企業ＨＰ

☺

24

開催決定 ★☆★☆★

(土)
★☆★☆★ 2019年8月24日

鉄スクラップ相場 Ferrous scrap metal price

今年１月にブラジルでダムの決壊事故があり、多くの死傷

者が出ました。この事故により、世界最大手の鉄鉱石鉱山で

一部操業を停止することが発表されました。

鉄鉱石の世界的な供給不足から、鉄鉱石が値上がりしてい

ると考えられます。それに伴い、日本から海外への鉄スクラ

ップ輸出価格が上昇しており、海外相場に合わせ、国内の鉄

スクラップ価格も上昇していると考えられます。

かしま

「香島の大神」と申し上げた。土

あられ ふ

前回号は、行方の郡についての
地の人々の言い習わしに、「霰零

あられふ

風土記を紹介しました。まだまだ
る香島のくに」という。

水戸は初ですが多くのランナーが参加しました

スタート直後。お二人ともいい笑顔です！

メインステージ前にて 完走証と記念撮影

出展：ベジタブルマラソン公式サイト(http://www.v-marathon.com/)

記述がつづくのですが、紙面の都

き (筆者もちゃっかり便乗) 、野菜の旨味を堪能しました。

合上一足飛びに鹿島の郡へ進みま

いました。完走後は地元野菜を活かした「けんちん汁」をいただ

しょう。

水戸大会は今回が初開催でしたが、多くのランナーが集まって

かなやふたよろい

会で、全国６か所で開催されているそうです。

＊幣帛 み(てぐら ) ……
太刀十口、
鉾二枚、鉄弓ニ張、鉄箭ニ具、許

進と東日本震災復興イベントの一環として位置づけられている大

行方郡では土地に住する全ての

ニッポン (農林水産省の外部団体) によって日本の自給率向上推

呂四口、枚鉄一連、練鉄一連、馬

この「ベジタブルマラソン」は、後援のフード・アクション・

産物が事細かく記述されておりま
あしぎぬひとつら

加してまいりました。

一疋、鞍一具、八咫の鏡二面、五

長・赤須とELV事業部 CSグループ 主任・川崎が、10kmの部で参

した。行方郡がいかに豊かであっ

偕楽園2018」が開催されました。もはやお馴染み (?) 弊社の社

てん

去る2018年12月28日 (日) 「第１回ベジタブルマラソンin水戸

色の絁一連

ちかいびゃく

西
) の一之鳥居

フード・アクション・ニッポン！

たか、今回は鹿島が大和の国の天
地開闢までさかのぼるお話です。

高天が原からお降りになってこ
られた大神は、御名を香島の天の

茨(城県鹿嶋市

参戦
ベジタブルマラソンin水戸偕楽園

大神といいました。崇神天皇の時
代に大坂山に神が出現し、神の託
おおなかとみかむききかつ

宣があり崇神天皇は、鹿島神の家
＊みてぐら

来である大中臣神聞勝命の申し上
げに驚きかしこみ、すぐさま幣帛
を 奉 納 し た。

古老の話で、孝徳天皇の時代に
中臣氏達が乞い願い周辺の里を分
離して、別個に香島の神の郡を設
置した。その地に鎮座まします天
の大神の社、坂戸の社、及び沼尾
の社の三社を合わせ称して、

K.Akasu

偕楽園の寒梅

カーレポギャラリー

CarepoGallery
春 待ちわびる
偕楽園

寒梅の梅林

詳細は偕楽園公式サイトにてご確認ください。
＜偕楽園公式サイトURL＞
https://www.ibarakiguide.jp/kairakuen.html

店舗のご案内

カーレポ株式会社
〒310-0801 ⽔⼾市桜川⼀丁⽬8番29号
TEL︓029-300-2525 FAX︓029-300-2424
ホームページもご覧ください。
https://www.carepo.jp/

●ひたちなか⼯場 ⾃動⾞買取、リユース・リビルト部品販売
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552-55
⾃動⾞買取
TEL︓0120-577-814
部品販売（直通）TEL︓029-219-8555 FAX︓029-219-8557
⾄⽇⽴市

ご意⾒・ご要望もお待ちしております。
koho@carepo.jp
（担当 : ブランドマネジメント室）

245

63

●つくば店 ⾃動⾞買取
〒305-0853 茨城県つくば市榎⼾433-7
TEL︓029-875-8035

ひたちなか
245

●⽔⼾店 ⾃動⾞買取・販売、⾃動⾞整備、カーディテイル
〒 310-0826 茨城県⽔⼾市渋井町588-9
TEL︓029-291-3336 FAX︓029-291-3338

408

⾄ひたちなか市

カーレポ㈱
つくば店
354

榎⼾
408

ひたちなか保健所

⾄⼤洗町

果樹試験場
⼊⼝

354

108

部⽥野

⾄つくば市内
⾄
つ
く
ば
中
央
I
C

カーレポ㈱
ひたちなか⼯場

⾄
桜
⼟
浦
I
C

⾄
⽔
⼾
駅
南
⼝

6
174

174

浜⽥⼗字路
6
臨海⼤洗⿅島線

⾄⽜久市

⾄⽔⼾市内

カーレポ㈱
⽔⼾店

２月１日、快晴。今年も早

速の開花となった寒梅を、う

っすらと積もった雪が引き立

て、まるで春を待ちわびてい

るようです。

昨年の豪雪とは打って変わ

って、今年の偕楽園はこの一

度しか雪が積もらなかったで

すね。卒業・入学シーズンに

も晴れの日が多く、参列され

た方は清々しかったことでし

ょう。

新年度がまた始まりますが、

気持ち新たにスタートしたい

と思います。

梅林を対岸から望む

K.Akasu

