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2015年のはじまりにあたり
北里ライフサービス株式会社  事務部  部長　永山乃丸

新年明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、穏やかな初春を迎えられたこ

ととお慶び申し上げます。

年頭にあたり、僭越ながらご挨拶申し上げます。

昨年は株高、円安と消費税増税が印象に残った年で

した。想定したよりもGDPに伸びが無く、消費税10％実

施が延期されたとおり、景況感は今ひとつだったと思い

ます。

かたや私たちの状況としては、学校法人北里研究所

にとっても、また、北里ライフサービス株式会社（KLS）に

とっても、重要な一年でした。北里大学病院本館の運用

が開始され、さまざまな新体制により、今迄の感覚では

通用しない場面が多 あ々ったことと思います。

また、前号でお知らせしましたが、北里研究所法人本

部機能が相模原キャンパスに移転しました。

北里大学病院１号館も、昨年12月1日に改修工事が終

了し、12月8日には『Kitasato モール』もオープンし、新し

い北里大学病院の姿がはっきりしてきました。

さて、今年の干支は『未』。ひつじ年です。ひつじとい

う動物は、穏やかな性格で知られています。今年一年、

ひつじの性格のように、穏やかな年になることを期待し

ますが、いかがでしょうか。

北里研究所においては、『Kitasato 100×50 プロジェ

クト』が進行中であり、この先も北里大学および北里大

学病院は徐々に変貌

を遂げていきます。

北里大学東病院に

おいては、今年5月にリ

ニューアルオープンを

予定しており、診療科

も大きく変わります。

当社KLSは、北里研

究所を支えることが存

在意義のひとつであり、

相模原地区の二つの

病院においては、新体制のスムーズな運用に向けて、大

変重要な役割を担っています。

今年は今までにも増して、この二つの病院と大学を

しっかりと支えていくために何ができるか、皆さんがそれ

ぞれに考え、行動していく年になるでしょう。

ベテランの方も、新人の方も各々の受けもつ仕事を見

直しながら、より良い方法を模索していくことで、個人と

しての成長もあり、会社としての成長につながり、ひいて

は北里研究所の大きな支えになっていくものと思います。

どうか日々の仕事に発見と改善意欲をもって、いきい

きと働いて下さい。一日の大半を費やす仕事、楽しくやり

ましょう。

　

本年もよろしくお願いいたします。
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北里研究所 法人本部 人事部は、移転にともない、

平成26年8月から相模原キャンパスの仲間入りをし、

築20年とは思えないほど綺麗に改装されたクレセント

棟3階で業務を行っています。ガラス張りの建物は、時

には温室と感じられるほど暖かく、西日が眩しいです

が、冬の訪れを感じるにつれ、朝晩の寒さが身に沁み

ます。

構成員は、部長をはじめ人事課9名、給与課7名の計

17名で、チームワークの良さを頼りに、繁忙期である年

度末・年度初めに向いつつあります。

業務内容は、人事課では、職員の採用や退職、休職

や昇任・昇格、評価など、職員に関する全ての事柄の

管理を行っています。また、例年行っている教員研

修・職員研修の他にも人権侵害防止のための研究会や、

北里のルーツを辿る研修旅行の実施など、様々な研修

を企画・実施しています。給与課は、毎月の給与を正確

に支給することが最大の業務になります。その他に、

私学共済への各種届出や人件費の予算決算業務も

担っています。

職員にとって一番身近なはずの部署ですが、職員の

意見を全て受け入れることはできませんし、法人側に

寄りすぎると上から目線になってしまうところもあるた

めか、敷居が高く感じる方もいらっしゃるのではないで

しょうか。しかし、部門や職員の協力なくしては実現で

きないこともたくさんあるので、法人側にも職員側にも

偏らない、ほどよい距離感で皆様に頼られる人事部を

目指しています。

本法人は、北里ライフサービス株式会社に各種業務

を委託し、また各部署への人材派遣を受け入れる一方、

北里ライフサービス株式会社は、本法人の職員を出向

として受け入れるなど、まさに両法人は人材を相互交

流しながら、協力関係の下で事業が成り立っていると

いえます。

今後とも両法人の発展のため、運営に対して引き続

きご理解とご協力をお願いいたします。

人事部長　真壁泰夫

Vol.12
北里研究所 法人本部 人事部事務室便り
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KITASATO モールのご紹介

改修工事を行っておりました北里大学病院１号館です

が、平成26年12月からさまざまな部署が引越しをはじめ

ました。今回は12月8日にオープンした1Fの『KITASATO 

モール』をご紹介します。

モールというとおり、ショップが並んでいます。1Fの入

り口を入ると、花屋のBIORAがあります。その先にファミ

リーマート、通りをはさんで向かいに有隣堂書店、その

隣に医療・衛生材料を取り扱うHeart in MEDICAL 

BOUTIQUE、

通りをはさん

で理容室と美

容室が並んで

います。

大学病院の

既存棟を解体している期間中は、このモールが学生の

通学路の一部となりますので、朝は賑わうことでしょう。

北里大学病院１号館  運用開始

Special Ticket
ファミリーマート北里大学病院店 限定！  
本券を切り取りお持ちいただいた方に、今話題のショコラ・ラテを
1杯無料でプレゼント。この機会にどうぞお試し下さい。

1杯無料
スペシャル チケット

※お一人さま一枚につき1回とさせていただきます
※有効期限：2015年1月末

ファミリーマート
北里大学病院店

北里大学病院店では、恵方巻を1,000円以上をご予約いただいた

お客様に全品10%オフのキャンペーンを実施中です。

今年の恵方は西南西

1号館 1Fへ移転しました

お客様の“ファミリー（家族）のひとり”のような
存在を目指して。
私たちはホスピタリティあふれる行動を通じて
お客様に『気軽にこころの豊かさ』を提案し、
快適で楽しさあふれる生活に貢献します。

恵方巻 
予約受付中！



チョットしたアイデア・工夫が、仕事も職場も変える!!

提案制度 第二期 受賞者の発表

提案制度審査委員会
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私が駐車場で働くようになり、十数年が過ぎました。

大学病院の駐車場という特殊な環境で、はじめは色々

戸惑いもありましたが、患者様のお車をより安全により

早く駐車スペースにご案内できるようにと、指導を受け

て頑張ってきました。

私は車のメーカーや車種が全然わからずに困ったこ

ともあり、書店でその手の本を買い求め、家に帰り車

種名を覚えたりもしていました。

数年勤めているうちに、いつも診察にみえる患者様

から、夏には「暑くて大変ね」、冬には「寒いから風邪を

引かないようにね」と、温かいコーヒーをいただいたり、

逆にこちらが励まされて、この仕事を続けてくることが

できました。

いたらない点を怒られたりすることもありますが、患

者様の温かいひと言に救われて、頑張ってます。

私も何か患者様にお返しができないものかと考えま

したが思いあたらず、とりあえず私にできることをと思

い、どなたにも笑顔と元気な声でご挨拶をし、診療に

見える患者様の不安な心を癒すことが出来ればと心掛

けています。

これからも駐車場内で患者様に不愉快な思いをさせ

てしまうことのないように、皆で力を合わせて頑張って

いきたいと思います。

KLS
お仕事拝見

北里ライフサービス

仲間たちの日頃の頑張りや
業務の内容をご紹介します

 営業部　関 宏美

駐車場勤務のやり甲斐

後列中央  左  森屋さん　右  阿部さん
前列左から  関さん　二見さん　石井さん　深澤さん　腰越さん

平成26年 第二期の提案が審査され、先日

表彰式が行われました。提案件数は5件あり、

審査の結果、事務部 三枝圭子さんの提案、

『保管の際にスペースを取らないフラットホチ

キスを使用する』が、期間敢闘賞に選ばれま

した。平成27年も皆様

からの提案を受け付け

ております。現場目線で

の改善提案、よろしくお

願いします。
11月28日に表彰式が行われました
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私の
故郷

W A T A S H I  n o  F U R U S A T O

人材部 人材一課　富所優子
いろいろ楽しめる！ 秋田県 大館市

私の出身地秋田県大館市は、秋田

県の北部にあり青森県との県境です。

冬は寒さが厳しく、私が子供の頃はよ

く雪が積もりました。当時は山沿いで1

メートル近くも雪が積もることがあり

ました。

大館市は周りを山々で囲まれており、

8月には、京都大文字の送り火のよう

な『鳳凰山大文字焼き』があります。

山といえば小学生の頃、山のふもと

に桜の苗を植えました。すくすくと育っ

て今も元気に花を咲かせています。桜

はお隣青森県の弘前市が有名ですが、

大館からは車で1時間ほどで行く事が

できます。

ところで、ご存知の方も多いと思い

ますが、大館市で有名なものとして

『忠犬ハチ公』があります。ハチ公の故

郷ということで、大館駅には銅像があ

ります。また、秋田犬会館という博物

館のような施設もありますので、犬好

きの方、一度いかがでしょうか。

名物をいくつかご紹介します。『きり

たんぽ』は皆さまご存知と思います。焼

いて食べたり鍋にしたり。こちらでは

あまり見かけませんが、『はたはた』は

美味しい魚です。『飯寿し（いずし）』と

いって、米と麹を混ぜたものに『はた

はた』をのせて漬け込んだお寿司があ

ります。おいしい地鶏として『比内鶏』

は有名になりました。江戸時代にはお

殿様への献上物だったそうです。

いろいろ楽しめる大館へ、ぜひ一度

お越し下さい。

平成26年6月に北里ライフサービス

に入社しました。前職は技術職だった

ため、真逆の営業職に就くことに多く

の不安がありましたが、周りの人たち

に暖かく迎え入れていただき、ようや

く仕事にも慣れてきました。

最近、私の趣味であるゴルフで、古

くなってきたアイアンを新調しようと

思っていたのですが、長年使っていた

ので愛着がでてきて手放すのが寂しく

なり、練習場に行く回数と練習時間を

増やし、壊れるまで使ってやろうと決

めて練習に励んでいたら、いつの間に

か良いショットが多くでてくるようにな

りました。愛着のあるクラブで結果が

だせてよかったです。

  営業部　池田啓祐
愛着のあるアイアン
What do you do in your free t ime ?

私の趣味

5

第三回『ライフアワード2014』の日程が決まりました。
今年も福引の景品に楽しいものをたくさん
用意したいと、あれこれと検討を重ねています。
年に一度のビックイベントです。ぜひご参加下さい。

ライフアワード2014
 開催日決定！平成27年3月13日（金）18：00～

提案制度
年間賞表彰

永年勤続者
表彰

スマイル大賞
表彰
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i n f o r m a t i o nライフショップ 

平成26年11月2～3日 第52回北里祭が開催され、本

年度も北里ライフサービスはテントをお借りして、北里

大学草熟八雲牛加工食品や北里グッズなどを販売しま

した。

初日は雨の降る悪天候の中、テントが雨漏りするな

ど大変な1日でしたが、2日目は天気にも恵まれ、多く

の方にお買い上げいただきました。また、2日目はくま

モンのイベントがあり、当テントにもくまモンが遊びに

来てくれました。学生の方 と々一緒になって北里祭を満

喫した2日間でした。

平成26年10月14日～31日まで計9回にわたり、北里

大学教学センター様からご依頼をいただき、自転車通

学の学生を対象に、自転車の危険・賠償責任について

お話をさせていただきました。

最近は自転車による大きな事故が多発しております。

自転車は道路交通法上、『軽車両』です。自動車と同じ

車両ですので、歩道と車道の区別のあるところでは、

自転車は車道を通行するのが原則です。また、車道の

左側を通行しなければなりません。右側通行は、対面

する自転車や自動車にとって大変危険であるうえ、法

律違反になります。

自転車は自分がケガをするだけでなく、歩行者にケ

ガを負わせたり、自動車に損害を与えたりするケース

もあり、損害賠償責任が発生します。保険商品でその

リスクを賄えるものとして【個人賠償責任補償】があり

ます。特約として付帯できることもございますので、保

険内容の確認をしていただきたいと思います。もちろ

ん、当社でも各種保険を扱っております。また、北里ラ

イフサービス従業員には福利厚生の一環で、補助金

制度もございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

北里祭に出店しました！
ANNOUNCEMENT

自転車運転の危険・賠償責任について講習会実施Topics

営業部    金田純子（保険担当）　連絡先：内線9288



Seasonal Column

凧は日本に限らず、世界中にあるようですが、日本の凧は中国

から入ってきたもののようです。一番おなじみの和凧というと、四

角形で、尻尾のついた『角凧』でしょうか。

昭和の頃は、お正月が近づくと、「凧揚げは電線のない広場

で」という呼びかけがテレビで流れていました。最近は凧揚げを

する子供が減ったせいか、テレビであまり見かけないように思い

ます。一時期、日本風の凧ではなく、『ゲイラカイト』という洋凧

がブームになったことがありましたが、ご記憶の方も多いのでは

ないでしょうか。

最近は、相模の大凧のように、特定のイベントとして揚げられ

ることのほうが多いようで、子供の遊びという印象は薄れてきて

いるようです。

独楽の本体に縄状のひもを巻いて、ひもの端を持って投げる、

『投げゴマ』が一般的だったと思います。調べてみると、独楽遊び

は平成になった頃には廃れていたようですが、昭和の男の子は、

お正月に限らず、駄菓子屋で買い求めた投げゴマでよく遊んでい

ました。

　この投げゴマは、江戸時代の終わり頃に一般的になったも

ののようで、わりあいと新しい方式のようです。それまでは、鞭で

叩いて回す、『ぶちゴマ』が主流だったそうです。

お正月の遊びといえば

凧
揚
げ

今でも飾り物として出回っている羽子板。飾り用の羽子板は、
表面に「押絵」が施されていますが、この形ができたのは江戸時

代だそうです。歌舞伎役者の押絵が多かったとのこと。今だと男

性アイドルのブロマイド（このいい方も古いですね）にあたるもの

だったようです。

羽根突きの競技は、負けると顔に墨を塗られるのがお約束で

したが、現在、ご自宅に墨が常備してあるお宅は、少数派ではな

いでしょうか。

この羽根突き、競技として今の形ができたのは結構古くて、室

町時代だとか。元来、魔除けの意味があり、羽根突きの羽根は、

蚊を食べる蜻蛉の形に似せて作ったそうです。

独
楽
回
し

羽
根
突
き

最近はほとんど見かけませんが、昭和の時代に、お正月の風景につきものだったのが、
羽根突き、凧揚げ、独楽回しではないでしょうか。
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平成26年12月11日から12月13日までの三日間、日本

放射線腫瘍学会 第27回学術大会がパシフィコ横浜で

開催され、営業部が開催準備期間からお手伝いをさせ

ていただき、盛況のうちに終了しました。藤野課長、お

疲れさまでした。

この時期は、朝の気温が低いために体が硬くなりが

ちです。足元を滑らせたり、思いがけず物にぶつかっ

たりしがちです。雨の降った翌朝は、気温が下がると

道路が凍ったりすることもあります。通勤の際には、時

間に余裕を持って、思わぬ怪我に注意をしましょう。

また、インフルエンザですが、先日ワクチンを接種さ

れた方も多いと思いますが、ワクチンも万能ではありま

せん。油断をせずに、基本の手洗いとうがいをまめに

行うようにしましょう。

12月分の給与明細書に源泉徴収票を同封いたしま

す。必ず内容をご確認ください。

事務部からのお知らせInformation

日本放射線腫瘍学会
第27回学術大会をサポート1

冬を元気に乗りきる
健康管理2 源泉徴収票は

12月分給与明細に3

編集後記
明けましておめでとうございます。2015年の新春号をお届けします。今年も皆様のほっとしたひと時や、笑顔に貢献できるような
季刊誌にしていきたいと思います。ちょっといいお話などありましたら、誌面で紹介しますのでぜひ教えてください。冬本番、体
調に注意して、いきいきと働きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ライフスマイル編集長  永山乃丸

スマイル大賞
今年もやります！

投票用紙

投票期間：平成27年1月5日(月)～1月31日(土)　投票箱は各現場事務所等に設置します

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

またこの季節がやって来ました。今年も皆様から

の投票をお待ちしてます。すれ違うたびにほっこりす

る笑顔、見ているだけでこちらも思わず微笑んでし

まうような笑顔、いろんな笑顔がありますね。左上

の投票用紙に、『あなたが最高！』と思う笑顔をもつ

方の氏名を記入して、投票してください。

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。各自に配布するライフスマイルの

投票用紙と誌面下に番号を印字してありますので、

大賞発表までライフスマイルは大切にお持ちくださ

い。多くの皆さんの投票をお願いします。

素敵なお年玉プレゼントを進呈！！

【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
バス内で関係者に対して「明るく爽やかな笑
顔」で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、なんだか、「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で、決められ
たユニフォーム等、身嗜みに清潔感があり、
周りから好印象を得ている人。

平成25年度 大賞
 小山  こずえさん




