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　新年明けましておめでとうございます。社員の皆さま

には、穏やかな初春をお迎えられたことと存じます。

　念頭にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　昨年は、国際的には、尖閣諸島・竹島の領有権の問題、

国内では、大企業のリストラ、内閣解散等、社会的・経済

的にも激動の年でありました。そんな中で、我社におい

ては、株主・取引先であられます北里研究所・北里大学

の海洋生命科学部の新校舎が相模原キャンパスに完成

し、新たなスタートが開始されました。また、新大学病

院の建設も順調に進み、その建物の全貌が垣間見れる

ようになり、活気ある雰囲気とともに慌ただしい相模原

キャンパスの1年であったように感じ取れます。

　北里ライフサービスでは、昨年、平成24年度から、

『Try to Change』のスローガンのもと、変化・進化を基本

とした職場活性化を重点項目とし推進しております。そ

れは、全社的には『スマイル大賞』『提案制度』を実施し、

部門別では、施設部の病院清掃評価、人材部での合同

研修会の開催等、質的向上に向け積極的な行動を推進

し、成果は着実に表れていると感じています。

　さて、平成25年を迎えるにあたり、また皆さまと一緒

に新たなライフサービス作りに鋭意頑張る所存でありま

す。今年の相模原キャンパス内での大きな事の一つは、

新大学病院が平成26年にオープンする為の、最終準備

段階の年となる事です。その中で、素晴らしい新大学病

院オープンに当社が協力できる事は何か、また、何をし

なければならないか…  をライフ社員全員で一緒に考

え・実行する年になります。

　また、社内的には、この3月には、各種の表彰式を兼

ねて職場懇親会の開催を計画し、その実施に向け実行

委員会が楽しい企画を検討中であります。ライフ社員約

540名、皆、同じ会社の仲間です。お互いの業務は違い

ますが、大学及び病院における教育・研究・医療の向上

に貢献しているという目的・役割は一緒です。そんな仲

間が集まり、お互いの日頃の頑張りに感謝するとともに、

親睦を図りたいと考えています。皆さま多数の参加を期

待しています。

　最後に、いつも言っている事ですが、我々ライフ社員

の業務が教育・研究・医療の向上に貢献していることは

事実であり、それは、大きく捉えると多大な社会貢献を

果たしています。

そんな、自分達の果たしている役割と自覚をお互いが

持って、今年も、元気で明るい職場を作って行きましょう。

本年も宜しくお願いいたします。

新しい年の始まりにあたって…
代表取締役  関根  茂
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　日々、カルテ・中材物品・薬品カート・資材・その他の搬

送業務を行っていますが、周囲に目配り、気配りをしな

がらの業務のため、神経を使います。

　移動中に患者様、外来の方、職員の方などから声をか

けられる事があります。「頑張ってるね」「お疲れさま」な

ど、とても嬉しいです。

　メッセンジャー一同、

責任をもって業務にあた

る事を心掛けて、今年も

体力・健脚で頑張ります。

施設部 清掃二課
メッセンジャー一同

　私がこの会社に入って15

年になります。もちろんこの

仕事は初めてで何もわかり

ませんでした。その間色々な

方々のお世話になり、本当

に感謝しています。

　現在特別清掃班では、11名にて月1回、各病棟・外来

等を定期的に床面の洗浄を実施しています。そのほか、

日常清掃で行き届かない箇所の清掃も行っています。

　今年の目標としては、来年に完成予定の新病院に向

け、特別清掃班の技術向上や患者様・職員の方々との向

き合う姿勢を改善していきたいと考えています。

　新しい建物を綺麗に保つのは大変ですが、皆様に喜

んでいただけるように、もっと質の高い清掃が出来るよ

うに努力していきた

いと思っています。

施設部 清掃一課  特別清掃班
高橋  敏

　臨床検査部受付としては、検査部事務室、中央採血、

臨床検査、輸血センター、内視鏡室があります。他に、

病理部のリリーフに行く事もあります。これだけの異な

る業務内容の部署を回すには、固定の方以外は三か所

は覚えて協力し、頑張ってます。

　今年は新病院開院に向けてとても忙しく、

新たにやる事が増える事でしょう。臨床検査

部受付としては、報・連・相（報告、連絡、相

談）を密にとり、スキルアップしていきます！！

人材部 人材一課  臨床検査部受付
熊谷春美

　私ごとではありますが、『Change』といえば人材一課

から人材二課への異動がありました。それから約1年、

配属された当初は何が起こるか時に不安も感じていまし

たが、みんなと一緒に仕事をさせてもらい助けられ、そ

の思いも時間が経つにつれ一新されてきました。

　そこで今年は、皆さんからいただいた優しさや思いや

りを今度は自分がお返しできる様に『人材を育てる』とい

うことを抱負とさせていただきたいと思います。何も一

から始める事ではありません。諸先輩方から教わってき

た思いを新しい世代の後輩達に受け継いでいく、その一

翼になるよう日々みんなと頑張っていきたいと思います。

人材部 人材二課  会計センター
飯盛功記

　内科総合外来の窓口は、主に初診や予約外の患者様

が多く来られる場所です。

　患者来院数が日々異なり、混雑状況によっては待ち時

間がとても長くなってしまいますが、医師、看護師としっ

かりと連携をとり、状況を把握してこちらから患者様へ

お声がけできるよう心掛けていきたいと思います。

　不安に思われている点、わからない点を患者様より解

消できるよう、お一人お一人に心のこもったご案内をし

ていき親切丁寧な窓口として新病院へと繋げていきます。

人材部 人材一課  内科総合受付
高橋  江里子

2013年の
抱負

我が部の
Try to 
Change !

Try! Try!

Try!

Try!

Try!



　営業部では新たなチャレンジとして、今年3月に

初めての『展示会』を開催します。

　このところ進化を続けている学習環境に関わる

機器や、コンピュータシステムを、教員の皆様や事

務担当の方々にご覧いただき、環境改善のお役に

立てれば、という趣旨で企画しました。関係各企

業様のご協力をいただき、現在内容を詰めている

ところです。平成25年も、営業部は頑張ります！

営業部 次長  関島祝巳

学習機器・システム展示説明会

　知らない方には、なかなか分かりにくいかもしれませ

んが、電話交換室は東病院の二階、病院長室の向かい

側にひっそりとあります。

　約6畳ほどのこじんまりとした部屋には、2人掛けのソ

ファーと電話交換機がドーンと2台あるので、思った以上

に狭く感じます。

　業務としては、

・外線からの電話を担当部署に繋ぐ。

・内線から依頼された電話を外線に繋ぐ。

・院内放送

　などです。

　普段2人とも、お昼休憩以外は、ず~っと座って交換室

にこもっている為、運動不足なのが悩みです。

東病院電話交換
人材部 人材二課　中村真紀
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　大学病院の栄養部の仕込み現場には、6名が在籍して

います。この6名でローテーションを組んで、仕込み3名

と盛り付け1名に分かれて仕事をします。

　仕込みでは、まず1日3回5種類（五分粥、全粥、軟飯、

白飯、DX）の炊飯の準備があります。そして、生野菜や

冷凍食品のカット作業、その他乾物や割卵等の準備作業

があります。生野菜は全て次亜塩素酸で消毒を行い、容

器や調理器具も消毒してから使用します。上記の作業を

病院の調理担当の方の調理時間に合わせて提供出来る

よう時間厳守で作業しています。

　盛り付けでは経管栄養剤（濃厚流動食、胃ろう、経鼻

栄養法等に使用）の準備や、全体の患者さんのおやつの

支度等を行っています。生果物は全てカットし、フルーツ

缶詰や乳製品等の盛り付け作業を全て一人で行います。

　食品を扱う仕事である以上、現場職員一同衛生管理

には細心の注意を払い、患者さんの為に日々仕事に励

んでいます。

施設部 清掃一課　大曽根  綾子

本院調理補助
KLS
お仕事拝見

北里ライフサービス

Field Report

忙しすぎて後ろ向きです。。。

営業部の Try To Change!

仲間たちの日頃の頑張りや
業務の内容を

どれだけ知っていますか？
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　私にとって20年
以上続けている趣

味が日本史です。小学3年生の頃に信長、
秀吉、家康の生き方や、初めて行ったお城
である小田原城の格好良さに魅せられ、そ
れらを調べるようになってから日本史には
まり、現在では自分にとって娯楽、癒し、ス
トレス発散の時間であり大切な存在になっ
ています。

　日本史が趣味といってもどんなことをし

ているかというと、本やインターネットで歴
史上の人物や出来事を調べたり、城や歴
史のある神社仏閣などの史跡めぐり、日本
史関連のゲーム、漫画さらには城のプラモ
デル作りなど色々なことを行っています。
最近では、相模原、町田、八王子などの郷
土史にも興味を持ち、史跡めぐりをしてい
ます。

今後は行く機会のなかった東北や北海道
の史跡めぐりをしたいのと、最近増えたと

いわれる歴女（歴史好きの女性）との出会
いがあればいいなぁと思っている今日この
頃です。

相馬健一  事務部 総務担当
20年以上の付合い
What do you do in your free t ime ?
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私の趣味

教学センター

　平成22年9月にL1号館が竣工したこ

とに伴い、一般教育部事務室と事務本

部教学センターが統合し、現在の教学

センターが設置されました。教学セン

ターは事務職員26名で、一般教育

課、学事課、学生課、教養図書館の4

部門で構成されており、授業を行うL1

号館・L2号館・体育館の管理や、授業

運営、学生厚生の支援、大学設置等

の学事関係業務を行っています。

　教学センターには個性的なメン

バーが多く、真面目に仕事もします

が、笑いが絶えず、学生窓口を閉めた

後は、動物園状態？となることもしばしばで、事務室の

忘年会などは芸達者が暴走し、カオスの原型といった飲

み会になります。

　さて、毎朝私達は北里ライフサービスの清掃担当の

方々に笑顔と挨拶で迎えられ、一日が始まります。L1号

館・L2号館は毎日2,000名以上の学生が教室等を利用し

ており、清掃担当の方がいなかったら、学生のマナーの

問題もありますが、2日でゴミだらけになるのは確実で

す。そんな教室・廊下等を朝早くから丁寧に清掃してい

ただく姿を見ると、感謝と申し訳なさでいっぱいです。

　また、物品調達、行事補助、清掃作業等の種々の担当

の皆様が笑顔を絶やさず、寡黙に一生懸命働いている

姿は、私達大学事務職員が見習う必要があり、私達が貴

社に研修に行くべきと感じています。

　引き続き、本学の運営に対しご協力をお願い申し上げ

ます。

教学センター事務長  池本  尚

事務
室

便　
り

第六回

教学センター前　柴三郎先生とゆかりの研究者の方々

池本事務長を中心とした教学センターの精鋭達

きっかけとなった小田原城



　フリクションボールスリム 038は、シリーズで最も細書

きの消えるボールペン。ペン先は超極細タイプ0.38㎜な

ので、細かい書き込みにも最適。またボディも細身でか

さばらないので、ペンケースなどにもたくさん入ります。

　グルメに歴史、自然、アート……。相模原には、生活

を楽しむために必要な、人生を彩る宝石が溢れています。

この本はありそうでなかった、相模原を愛する人のため

の完全ガイドブック！『ベストオブ相模原』と題し、本当は

教えたくないグルメの名店、絶対食べておくラーメン店、

おすすめ散策コース、地元で大人気の絶品パン＆スイー

ツのお店を紹介しています。また、市街地からもすぐに

いける週末アウトドアを提案。山登りやワカサギ釣り、

キャンプや温泉など、相模原の自然を満喫できるスポッ

トが載っています。他にも南区・中央区・緑区のカフェや、

地元の極上の食材を使った美食など、相模原らしいお

店が集結。相模原のいいものがまるごと分かる一冊です。

今年は『相模原本』からスタート！

i n f o r m a t i o nライフショップ 

消えるボールペンがまた進化！
フリクションボールスリム 038
ライフショップ販売価格：151円（税込）
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●インク色：ブラック、ブルー、グリーン、
ライトグリーン、アプリコット、オレンジ、
ピンク、ライトブルー、パープル

相模原本
ライフショップ価格：798円（税込）
●125ページ／エイ出版社

北里大学ドンネル君は
ライフショップで

販売しています

価格￥800（税込み）

NEW

北里大学も紹介されてます！

　10月7日の日曜日、今年も『日産秋祭り』に参加しまし

た。やや気温が低めでしたが、来場者は昨年よりも多い

ように感じられました。

　11月3日と4日は、恒例の『北里祭』です。例年の北大学

里グッズや八雲牛に加え、初お目見えの『北里大学ドンネ

ル君』を販売しました。ドンネル君は大人気でした。

日産秋祭り／北里祭に参加しましたKLS Topics
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　私は宮城県仙台
のずっ～と奥の片田
舎で生まれて、自然
の中で山や川にと走
り回り、山菜や魚取
りなどをして、毎日
真っ黒になりながら

10歳まで男の子のように育ちました。
　そして家の事情で相模原市に引っ越し
て来ました。当時の田舎の人は神奈川も
東京も区別がつかず、とにかく都会に行
く思いでいっぱいに胸をふくらませて期
待でいっぱいでした。
　ところが実際に来てみたら驚きまし
た。相模原も見わたす限りの原っぱ、

「田舎と同じ」と思わず叫んだのを覚えて
います。五十年前の相模原はまさしく「さ
がみっぱら」。緑と広い土地と大きな建
物もなく、風の強い冷たい所でした。
　それが今の中央地区には宇宙科学研
究所、相模原球場があり、高校野球、プ
ロ野球などに使用され、その隣には銀河
アリーナがあり、夏はプール、冬はアイス
スケート場に変わり、大人から子供達み
んなで楽しく利用しています。そのほか
も色々な施設ができ、近くにはショッピ
ングにも便利なスーパーなど、50年前に
比べるとめざましい発展をとげて、暮ら
しやすい町になりました。
　そんな中央地区に50年、この場所から

出た事のない私にとってのふるさとは、
宮城県より相模原が私のふるさとだと
思っています。
　今のライフサービスの仕事は大変だけ
ど、働く仲間に恵まれ、支えられて気が
付いてみたら、もう 9 年にもなり、これ
からも体と相談しながら働いて行こうと
思います。

私の
故郷

W A T A S H I
n o

F U R U S A T O

佐藤  夕紀子  施設部 清掃二課

　私の住まいは相
模原市緑区です。旧
城山町です。周りに
は津久井町・相模湖
町・藤野町があり、
現在は合併をして緑
区となっています。

　広大な森が水を育み、相模川や道志
川などの清流、津久井湖・相模湖など自
然豊かな水源地です。周りにはキャンプ

場が沢山あります。身近なキャンプ場で
は上大島キャンプ場があり、桜の名所と
しても有名です。見上げる空が桜で埋め

尽くされ、花見をしながらのバーベ
キューも格別です。近くには相模川自然
の村公園があり、大勢の人でにぎわいま
す。また、鮎釣り解禁のシーズンには絶
好の釣り場としても知られています。
　その他、藤野・青根地区には温泉があ
ります。源泉100％かけ流しの温泉と緑
が深く澄んだ空気の中でゆっくりつかれ
ば、心も身体も温まること間違いなし。
ぜひ訪れてはいかがでしょうか？

山口裕子  人材部 人材一課

　私の地元は、相模
原市南区麻溝台で
す。養鶏場が多く、
私の生家も養鶏場
の近くだったので鶏
の鳴き声と鶏っこの
臭いの中で幼少年

期を過ごしていきながら、相模原は田舎
だなあと思っていました。
　しかし、20数年前より相模大野駅周辺
が開発され今もさらに発展しようとして

います。小田急相模原駅も立派な駅ビル
が建ち、昔の面影がなくなって大きな街
になったなぁと感じるこの頃です。私が
住む麻溝台も養鶏場が減り、住宅地が増
え若い家族がたくさ
ん移り住んで来てい
て、とても人気があ
る土地のようです。
　日々、相模原の発
展を肌身で感じて
いながらも、いくら

栄えても、相模原は田舎だなあと思って
しまうのは、まだまだ田舎を感じさせる
場所が多いからだと思います。そんな相
模原が私は好きです。

吉野慎吾  施設部 清掃一課

私たちの相模原
新
春

企
画

特
別

相模原球場

上大島 キャンプ場（桜の季節）      

麻溝台に残る養鶏場 ...

相模原市（さがみはらし）
面積：328.83km²　総人口：719,709人（推計人口 2012年10月1日）
市の木：ケヤキ　市の花：アジサイ　市の鳥：ヒバリ
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　かしこまったイベントのように思われるか

もしれませんが、これだけではありません。

『クイズ大会』『ビンゴゲーム』『福引』などな

ど…大型液晶テレビ、お掃除ロボット、ノー

トパソコン等、豪華な景品も用意しています。

お食事だって満足度100%！！ 『エビチリ』『握

り寿司』『ローストビーフ』など、今まで好評

だったものを手配してます。

　たくさんの方にお集まりいただき、親睦を

深めていただけるよう願い、企画中です！

平成25年の
提案制度が始まります

昨年から始まりました、『提案制度』。新年から、新しいサイクルに入ります。
各期間ごとに、賞を選考して表彰します。

また、各期間の受賞者の中から、年間賞を選考し、表彰します。
「こんな制度があればいいのに」とか「ここをこんな風にしたら効率的だ」、

「この作業は省略しても大丈夫」など、
日ごろの作業や業務に対して、改善が可能な点を提案してください。

提案制度審査委員会

平成25年  提案募集期間
第Ⅰ期： 平成25年1月 ～ 4月30日まで　

第Ⅱ期： 平成25年5月 ～ 8月31日まで　

第Ⅲ期： 平成25年9月 ～ 12月31日まで　

次はあなたが
受賞する番です！

平成 24 年 第Ⅱ期　提案制度受賞者

『Try To Change』を合言葉に突き進む平成24年度も、3月で一区切りを迎えます。
そこで、当社従業員として、一堂に集まり、懇親の意味も含めて、各種表彰式を行いたいと思います。

選出された委員が、実行委員会を開催し、どのような会合にするか鋭意検討中です。
現在のところ決定された内容を、お知らせします。

ライフアワード2012 開催！
日 時：平成25年3月15日（金）18：00～
会 場：北里大学 L1号館2階 食堂

提案制度
年間賞 表彰

永年勤続者
表彰

スマイル大賞
表彰

当日は
3つの表彰式を
行います
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事務部からのお知らせ  ～経営会議の決定など～

編集後記
明けましておめでとうございます。新春号の出来栄えはいかがでしたでしょうか？ 今年の3月に表彰式を兼ねた懇親会『ライフア
ワード』が予定されていますが、『ライフスマイル』でもできるだけ各部署を紹介して、社員間の交流の一翼を担えればと思いま
す。今年も元気とやる気で頑張りましょう！　編集委員 事務部 中村  浩

●11月13日に取締役会が行われました。上半期の業績

を取締役の皆様にご報告、ご承認を頂きました。

●前号でご報告した、提案制度の期間賞を受賞された

方々の提案を、着々と実施しています。

今期の提案制度も、期間賞を受賞した提案は必ず実

行していきます。ご協力をお願いします。

●昇任制度の変更がありました。

　従来の筆記試験は廃止となります。今後の昇任は、

　①部門担当責任者からの推薦　→　②面接実施　→

③人事考課と照合　→　④決定

　このような流れになります。

なお、各職位には年齢と勤続年数の条件があります。

また、昇任の時期は、毎年4月1日付と10月1日付を原

則とします。詳細は、各現場事務所保管の、『北里ライ

フサービス株式会社　昇任・昇格基準要領』をご覧く

ださい。

●新年は明けましたが、新年度はこれから、ということ

で、4月から始まる平成25年度の会社方針、目標など

を検討中です。決まり次第、お知らせします。

平成23年度から始めた『スマイル大賞』、今年度も

選考します。ライフの仲間として、日頃から爽やかな

笑顔と優しい心遣いをなどに心掛けつつ業務を遂

行している人を皆さんで選んで表彰しましょう。そう

『スマイル大賞』は、貴方の隣の人かもしれません！

左上の投票用紙を切り取って応募下さい。

大賞投票者の中から、抽選によりお年玉プレゼント

を進呈します。各自に配布の「ライフ・スマイル」に投

票用紙と誌面下に番号を付してありますので、「ライ

フ・スマイル」は発表まで大切にお持ち下さい。多数

の皆さんの投票をお願いいたします。

北里ライフサービス『スマイル大賞』の
選考についてのご案内

投票用紙

投票期間：平成25年1月4日(金)～1月31日(木)　投票場所：各現場事務所等に投票箱設置

スマイル大賞 実行委員会

私は

スマイル大賞に推薦します

さんを

素敵なお年玉プレゼント進呈！！

【選考対象項目概要】
❶朝の「おはようございます」、退勤時の「お先
に・お疲れ様でした・・」等は、勿論、日々キャン
バス内での、関係者への「明るく爽やかな笑
顔」の挨拶を心掛けている人。
❷担当業務についての役割をよく認識するととも
に責任をもって業務を遂行している人。
❸担当業務以外においても、依頼された仕事等
を嫌な態度を見せず、笑顔で快く引き受けて
いる人。
❹自然な笑顔と心配りが、なんか、「ほっと・・・」
させるような人。
❺いつも明るく、きちんとした態度・身嗜み「決め
られたユニフォーム等」清潔感を持ち、周りか
ら好印象を得ている人。

期間優秀賞 1：新人教育用ビデオ作成
検討委員会が発足し、内容や作成方針の概略が決まりまし
た。年度内完成を目指し、作業進行中です。

期間優秀賞 2：従業員割引制度
先日チラシを掲示しました通り、割引制度が始まりました！

期間敢闘賞 1：清掃用具の改善
皆様ご存知の通り、順次改善を進めております。

期間敢闘賞 2：公印使用簿の変更
平成24年10月1日から実施しております。

期間敢闘賞 3：雇用契約書の書式変更
平成24年10月1日以後に作成するものから変更しております。


