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世紀の祭典とトイレ
環境施設部  部長　児玉博美

5年後の2020年夏に、東京オリンピックが開催さ
れる。私にとっては小学校6年の時に開催され、2度
目の夏のオリンピックとなります。現在、研究所の相
模原キャンパスの清掃を請負っている責任者として、
大変興味をもち、気になることがあります。
来るオリンピックには、国民の相当の人数が、それ
ばかりか海外から来る大勢の人々も、競技観戦に数回
はスタジアムを訪れることになるだろう。
夏の競技大会ということで、売店で食べ物を買い、
販売機や売り子から飲み物をたくさん買う。いつもよ
り多量の飲み物を飲んだ結果、たとえばサッカー、バ
スケット等のハーフタイムや競技終了後には、集中して
トイレに殺到することになります。
トイレ利用者にとっては、トイレが汚れていたり、
備品が無かったりしたら、それは不潔な印象を植え付
けられることになります。海外の観光客なら日本のイ
メージを悪くし、不潔で不快なトイレを体験した人々
は、再び日本に行こうとは思わないかもしれません。
大規模施設でのコンサートや、8万、10万人の観客
で埋まる競技場で、トイレがきれいに清掃され、石け
んやトイレットペーパー、ペーパータオルなどがきちん
と補充されているということは不可能に近いことです。
清掃スタッフの配置や、作業に入るタイミング、清
掃方法等の作業にかかわる部分と、設備に関するとこ
ろでは、手洗いの際の石けん、手の乾燥はペーパータ
オル（ハンドタオル？、ハンドドライヤー？）、トイレッ
トペーパーホルダーは何個入る容器？……など、小さ
な設備にも神経を使うことでしょう。
東京ドームには野球観戦、ふるさと祭りで数回出か
けたことがありますが、トイレに関しては良いイメージ
をもつことがありませんでした。ジャイアンツの攻撃

が終わった後は長蛇の列で、決してきれいな状態では
なかった……
オリンピックのメイン会場ともなれば、入場者数も
比較になりませんし、観戦時間も長時間に渡り、おま
けに連日使用されるわけですから、清掃を請け負う企
業の大変さは火を見るより明らかです。世界最大のス
ポーツイベントで競技に魅了されると共に、会場の清
掃維持にも驚かすぐらいのパフォーマンスをしてもら
いたいものです。
大学病院でも四苦八苦しているのがトイレです。特
に午前中の本館1階の会計前トイレは、混雑で点検す
らままならない状態ですが、少しでも患者さまに気持
ち良く利用していただけるように、清掃方法等の工夫
に努めていきたいと思います。
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マイナンバーって何？

マイナンバーは1人にひとつ割り振られる12桁の番
号で、基本的に一生涯変更されることはありません。
社会保障、税、災害対策の分野で利用されることと
なります。
マイナンバー制度を導入することで、公的機関同士
で個人情報をやりとりしやすくなります。また、将来
的には民間利用も考えられていて、国民の利便性を
高めるインフラです。

何に使うの？

税、社会保障、災害対策の３つの手続きに使用しま
す。国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社
会保障、税、災害対策の分野で、申請書等へのマイナ
ンバーの記載が必要となります。会社では主に年末
調整や雇用保険、健康保険の手続きなど、税、社会
保障に使う予定です。

●事業主は従業員のマイナンバーの提示を受けて、
　税や社会保険の手続を行うことになります。
●税の手続において、証券会社、保険会社などの
　金融機関からもマイナンバーの提出を
　求められる場合があります。

個人番号カードて何？

個人番号カードとは、マイナンバーを記載した書類
の提出や、さまざまな場面で利用できる本人確認た
めのカードです。市町村に申請をすることで、平成
28年1月以降に交付されます。

個人番号カードを申請しましょう

通知カードが送られてくる際に、『個人番号カード
交付申請書』が同封されています。個人番号カードと
は、マイナンバーが記録された顔写真入りのICカード
で、個人番号カード交付申請書に顔写真を添付して
返信すると、後日、市区町村の窓口で個人番号カード
が交付されます。初回交付の手数料は無料です。今
後、身分証明書として活用されることになりますので、
この機会に個人番号カードの申請を行っておくことを
お勧めします。

Feature

この10月より皆さんの住民票の住所に、
マイナンバーをお知らせする『通知カード』が届きはじめます。
会社での手続き等に使用するために、
個人番号の提出をお願いする予定でいますので、
本誌でも特集を組みました。
マイナンバー制度について理解を深めておいてください。

マイナンバー制度が始まります

個人番号　◯◯◯……◯◯◯

生年月日　◯年□月△日
性　　別　女
氏　　名　番号花子
住　　所　△県◯市□町1-1-1

個人番号　◯◯◯……◯◯◯

生年月日　◯年□月△日
性　　別　女
氏　　名　番号花子
住　　所　△県◯市□町1-1-1

通知カードのイメージ

個人番号カード（見本）

表

裏

なくさないように保管してください！
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青山学院大学　

第13回相模原祭
10月10日(土)、11日(日)
昨年は『はやぶさ２』の模型展示や、宇宙食の販
売など宇宙や科学に関するイベント、スタンプラ
リーや環境戦隊エコレンジャーによるエコイベン
トが行われました。『環境を意識した大学祭』が
特徴で、広大な相模原キャンパスのあちこちに配
置された、ゴミステーションによる徹底したゴミ
の分別、環境について知ることができる企画な
どに力をいれています。
http://sagamiharasai.com

女子美術大学
女子美祭2015
10月23（金）、24日（土）、25日（日）　
昨年は授業課題作品、自主作品等の美術や建築
関係の展示、模擬店、フリーマーケット、各種講
演会等がありました。
https://twitter.com/joshibisai2015

麻布大学
麻布大学大学祭
2015年10月24日(土)、10月25日(日)
模擬店、どうぶつと触れあえるコーナーや、フ
リーマーケット、24日（土）はバンドによるライブ、
25日(日)にはお笑い芸人によるステージ等のイ
ベントがあります。
http://azabu-festival.sakura.ne.jp/toppage.html

桜美林大学
第49回桜美林大学大学祭
10月31日(土)、11月1日(日)
昨年は射的、ストラックアウト、モグラたたき、宝
探しなどのゲームコーナーや、夜には廃油で作っ
た約2000個のキャンドルがメイングランドをとも
す、キャンドルナイト等のイベントが行われました。
http://obirinfestival.web.fc2.com

北里大学
第53回北里大学北里祭
11月7日(土)、11月8日(日)
第53回北里祭テーマは『笑顔満祭、来てくだ
祭。』医療系大学の特徴をいかした体験医療や、
健康チェックといった企画、お笑いライブ、プロ
コンサート、打ち上げ花火などの楽しめる企画が
あります。
私たちライフショップも、昨年同様出店をします。
北里大学ブランド商品の知名度が、年々あがっ
てきてうれしい限りです！
http://www.kitasato-u.ac.jp/gakusai2015/

北里大学ならびに近隣大学の

学・園・祭・情・報
秋は学園祭の季節でもあります。

おなじみの北里祭はもちろん、近隣大学の学園祭もご紹介します。
この秋は学園祭を楽しんでみてはいかがでしょうか？

昨年のライフショップ出店の様子から
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見ごろ：10月下旬から11月
那須高原は車で回ると楽しそうです。那須塩原温泉
は有名ですね。この辺りでは、箒川渓谷沿いの『紅の
吊り橋』や、橋を渡った先の遊歩道で見る紅葉がイチ
オシです。付近には全長320mの『もみじ谷大吊橋』
があり、ここからも紅葉が楽しめます。

見ごろ：10月上旬から10月下旬　
少し足を延ばして、奥飛騨はいかがでしょう。ここの
紅葉は、『新穂高ロープウェイ』からの眺めがよろしい
かと思います。このロープウェイ、第一、第二の2つが
ありますが、低い方の第一だけでも紅葉は楽しめます。
この地域は標高が高いので、割合早めに山が色づき
ます。

見ごろ：10月中旬から10月下旬
やや遠くなりますが、秋田県の有名な温泉はいかが
でしょうか。こちらは何と言っても露天風呂につかり

ながら眺める紅葉でしょうか。ここには日本一有名な
秘湯の宿（だそうです。）『鶴の湯温泉』がありますが、
その他にも6ヵ所の温泉宿があります。
　

見ごろ：11月中旬から11月下旬
神奈川県の紅葉というと、真っ先に思い浮かぶのは
箱根ではないかと思いますが、現在大涌谷付近は交
通規制がありますので、少し先の湯河原を調べてみま
した。ご存知のとおり、湯河原というと温泉ですが、
ここの紅葉も見ご
たえがあります。温
暖な気候のため、
紅葉の見ごろは遅
い時期になります
が、電車でも車で
も行きやすい場所
ではないでしょうか。
観光協会オススメ
ポイントは3ヵ所。
大観山、奥湯河原、
万葉公園です。

10月12日（月・祝日）
新横浜公園で開催されます。1/100マラソン、陸上タ
イムトライアル、ラクロス体験会（お子さま向け）、
ターゲットバードゴルフ、インラインスケート、スケ
ボーの体験会など、参加型のプログラムで構成されて
います（一部有料）。ご家族でいかがでしょうか。
http://sub.hamaspo.com/sprc

10月10日（土）、11日(日)
東京都内になりますが、駒沢オリンピック公園（有名
ですね）と、多摩市 多摩中央公園パルテノン大通り
の二会場で開催。ステージでアスリートの講演があっ
たり、お子さま向けの木登り大会や、働き盛り運動
会、バブルサッカー体験、カヌー体験（多摩中央公
園）など、参加型のイベントです。
http://www.sports-expo.jp/

秋のお出かけ情報
夏の暑さで疲れた体を温泉で癒しながら、紅葉を楽しむ……
そんな贅沢をしてみたい！と思い、温泉が近くにある紅葉の名所を調べてみました。旅行

スポーツ 秋は運動効果が出やすい季節という説もあります。
涼しくなっていくこの時期、積極的に体を動かして、寒い冬に備えましょう！

◆スポーツ・レクリエーション
　フェスティバル2015

◆スポーツ博覧会・東京2015

◆那須高原と
　那須塩原温泉

◆奥飛騨温泉郷

◆乳頭温泉郷

◆湯河原
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相模原市中央区相模原2-9-1
TEL：042-776-0735
JR相模原駅南口側、店主が元魚屋さんとのことで海
鮮ものが評判のお店です。20年も続いているお店で
すから、海産物がお好きな方はもうご存知かもしれ
ません。刺身はもちろん今の時期なら秋刀魚の塩焼
きでしょうか。メインは海鮮ですが、チーズケーキも
評価が高いようです。

　
相模原市中央区千代田1-7-1
TEL：050-5828-9326
相模原税務署前にあるお店です。グリルの名のとお
り焼いた肉料理が中心ですが、中でも相模原名物料

理決定戦『S1グランプリ』優勝の『とろけるハンバー
グ』が有名です。雑誌などの紹介記事では、「芸能人
にも多数のファンが」とありますが、頷ける味。通信
販売もあります。

相模原市中央区千代田2-10-21
TEL：0120-81-8739
相模原の市役所・税務署などがある地域のやや南側
にあるお菓子のお店。普通のケーキも置いてあります
が、相模原にちなんだ創作菓子の詰め合わせがあっ
たり、夏場には『さがみはら水郷ジュレー』というゼ
リーを置いていたりと、地元愛を感じるお菓子が多い
のが特徴。ここのイチオシは、相模原と直接関係がな
いですが、『酪乳菓』です。ぜひ一度ご賞味ください。
やみつきになりますよ。

『萬鉄五郎生誕130年 棟方志功没後40年 棟方志功 
萬鉄五郎に首ったけ』という展覧会が11月3日（火・祝
日）まで開催中です。萬鉄五郎は岩手、棟方志功は
青森の出身ということで、東北出身の巨匠お二人の
展覧会になっています。『萬鉄五郎に首ったけ』という
のは、棟方志功が心底惚れ込んでいた芸術家であっ
たことからつけられたようです。

小田原にある神奈川県立の博物館ですが、『生き物を
描くサイエンスのための細密描画』という展覧会が11
月3日（火・祝日）まで開催中です。小学生の頃、動物
図鑑などで、細かく描かれた動物や昆虫の図をご覧

になったと思いますが、あの細かい描写の絵が見ら
れます。最寄り駅は、箱根登山鉄道 入生田駅です。

「芸術は爆発だ！」という言葉を遺した岡本太郎の作
品が常設されています。最も有名な作品が大阪万博
会場に作られた『太陽の塔』なので、彫刻を連想され
る方が多いと思いますが、絵画も多数あります。一度
ご覧になってはいかがでしょうか。

相模原市中央区横山にある、市内で初めての個人美
術館です。現在、『イタリア20世紀美術　巨匠たちの
表現』を開催中です。

おいしい食べものが増え、食欲も増すこの季節！
相模原市内のイイお店をご紹介します。食事

芸術 神奈川県内にも実はたくさんの美術館があります！
芸術というと皆さんは何を連想するでしょうか？

※お出かけの際には、念のため営業時間などご確認ください。

◆築地山加

◆Grill Fukuyoshi
　（福よし）

◆花みずき

◆茅ヶ崎市美術館

◆生命の星・地球博物館

◆川崎市岡本太郎美術館

◆光と緑の美術館



日々、清掃と廃棄を
相手に闘う
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北里ライフサービスに入社してから14年が経ちまし
た。今年の3月迄、環境一課で北里大学病院の院内
清掃にたずさわってきましたが、4月から環境三課へ
異動になりました。
環境施設部は、一課（北里大学病院）、二課（北里
大学東病院）、三課（北里大学）、四課（塵芥車運搬）
の4課に区分され、環境三課は、北里大学の施設清
掃が主な仕事です。
キャンパス内の現場は、L1号館、L2号館、MB号館、
A3号館、体育館、部室棟があり、敷地外の現場は、
ロビーシティ相模大野、エスアールエル（番田）があり、
私を含め社員19名、パート17名の精鋭部隊で分担を
しています。

業務内容は大きく分け清掃と廃棄の作業があり、
清掃は各棟の教室、事務所、トイレ等の日常清掃や、
大学のさまざまな行事（入試、オール北里チーム医療
演習、オープンキャンパス、企業説明会）前後の清掃
や設営作業を、廃棄は各学部からの依頼で、廃棄物
収集運搬（業務用冷蔵庫、棚、何に使うか想像もつか
ない検査機器等、数百キロもある機材の廃棄など）を
行っています。
環境三課は日々、清掃と廃棄を相手に闘う現場です。

北里ライフサービスで働く
仲間たちの業務内容や
日頃の頑張りをご紹介します

環境施設部  環境三課　足立直己

営業部には印刷を受注する部署があります。大抵
の印刷物は受注可能です。報告書・抄録などの冊子、
チラシやポスター、各種伝票類、名刺、案内状など、
さまざまなものを扱っています。
私は約半年前から印刷の担当となり、同じく印刷
担当の清水さんに教えていただきながら、日々勉強し
ているところです。
ひと口に印刷といっても、用紙や色、書体の種類が
多く、加工方法もさまざまで、ひとつとして同じ物は
ありません。また、多くの印刷物は数週間から数ヵ月
かけて完成となりますから、複数の依頼を同時進行

で対応しなければなりません。
昨年、新たに印刷機器を部内に導入しました。今の
ところ簡易的な名刺やチラシなどの印刷物はもちろ
ん、『小ロット・早く・安く』を目標に取り組んでいます。
皆さまの個人的な印刷物でも、ご希望がありまし
たらご連絡ください。お役に立てるかもしれません。

営業部　藤野政隆

印刷物の受注

お仕事拝見
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8月23日のオープンキャンパスにて、L1号館で北里
大学グッズの臨時販売を行いました。開始の10時前
からたくさんのお客さまがご来場し、多くのお客さま
に北里大学グッズにふれていただく機会になりました。

人気の消せるボールペン『フリクションボール３』に
細かく字が書ける0.38mmタイプが登場しました。

フリクションシリーズの特徴をご紹介します。
❶温度変化で筆跡が透明化
温度変化によりインキを無色にする『フリクションイ
ンキ』を搭載したボールペンです。『フリクションイン
キ』には消色温度が設定されているため、筆跡をボ
ディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によ
り、インキ色が無色に変わり、筆跡を消すことができ
ます。

❷消しカスが出ない、消し残りが少ない
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡の
インキを無色にするため、消しカスが出ません。また、
鉛筆やシャープペンシルの消し後に比べて、消し残り
が非常に少ないのも特長です。
❸何度でも書き直し可能
インキ消去後などの化学式と異なり、消した箇所で
の繰り返し筆記が可能です。

ライフショップ便り

オープンキャンパス出店

新商品案内

好評発売中
 ５18円（税込）

ソフトピンク、ラベンダー、
ミントグリーン、シルバー、
グレーの5色

マ
イ・ブ
ー
ム

一年間の中で、7月、8月を除いて、
静岡県石廊崎の本瀬港から渡船し、
写真のような沖磯で、早朝5時頃から
午後2時まで磯の上で釣りを楽しんで
います。
最近は年齢に勝てず、体力の限界

と遠視も進んできて、思うように
釣行ができない時が多くなってき
ています。
あと何年磯の上で釣りができる

かと思うと、少し寂しさを感じな
がら、日帰り釣行を続けています。

人材部 人材一課　小宅公一
磯釣りを楽しめるのはあと何年？
My Boom
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Town 環境施設部 環境二課　原山智子

国指定重要文化財の青蓮寺 熊本県 多良木町

熊本県多良木町は、のどかな田園
風景で、人吉盆地に囲まれた盆地特
有の風土で、夏は湿気が多く蒸し暑く、
冬はすこぶる寒く雪も降り積もり、季
節感漂う町です。
日本三大急流のひとつ、球磨川の

上流に位置しており、鮎釣り解禁の折
には全国の釣り好き名人が集い、3匹
合わせての長さを競う釣り大会が行
われます。実際に釣り上げられた大物
の鮎を塩焼きにして、球磨焼酎でいた
だくと最高の至福の時を楽しめます。

多良木町には歴史の古い、重みある
貴重な資料が蓄積されている青蓮寺
（しょうれんじ）というお寺があります。
子供の頃には私たちの遊び場でした
が、後になって日本を代表する素晴ら
しい建物のお寺だと知りました。何度
もテレビ撮影や雑誌で取りあげられ、
現在では国指定重要文化財となり、
めったにお堂の中は拝見できません。
こんなふるさと多良木町は私の誇り

です。機会がありましたらぜひ一度足
をお運びください。

青蓮寺の
パンフレット

本誌に特集をしましたマイナンバー制度。今のとこ
ろ活用範囲が限定されていますが、長期的にはさま
ざまなところで使用されていくようです。
今月から『通知カード』が届き始めます。マイナン
バーは重要な個人情報ですので、他人に理由なく見
せないようにし、大切に保管するようにしてください。
マイナンバーに関する詐欺などが発生する可能性も考
え、確実な保管を心がけてください。
事務部では本誌だけではなく、さまざまな媒体を
通じて、引き続き皆さまへの情報提供をしていきます。
興味をもってチェックをし、理解を深めてください。

今年も最低賃金の改定が決まり、神奈川県の最低
賃金は、1時間あたり905円になりました。これにと

もない、給与、賃金が変更になる方がいらっしゃいま
す。会社からのお知らせをよくご確認ください。

今年も残すところ3ヵ月となり、恒例の年末調整の
時期がやってきます。
お手元に届く保険料の控除証明書は、必ず保管し
ておいてください。また、今年入社された方は前職の
源泉徴収票をご用意ください。お手元にない方は早
めに前の会社に連絡をして、入手しておいてください。
円滑な事務処理にご協力をお願いします。

事務部からのお知らせInformation

マイナンバー制度1

最低賃金の改定2

そろそろ年末…3

編集後記
あんなに暑かった夏がうそのような秋。秋晴れの爽やかな日には、ついついどこかへ出かけたくなるのではないでしょうか。
今号は、近隣大学の学園祭、紅葉の見所、おいしいお店など、この季節を楽しむにふさわしい情報を集めてみました。皆さま
の休日のお役に立てれば幸いです。今年も残りわずかとなりましたが、健康に留意して、元気に年を越したいですね。次号、
新年発行のライフスマイルもご期待ください。 　  　　　　　　　　　　　　　　　  　　  ライフスマイル編集長  永山乃丸

82015 秋号

●お詫びと訂正
夏号の『KLSお仕事拝見』の電話予約センターの紹介文に、「主な業務は、
初診、再診、院内依頼の予約取得、病院のご案内をしています。」とありま
すが、正しくは「主な業務は、初診、再診、院内依頼のご案内と予約取得
をしています。」となります。関係各位にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ご
ざいません。ここにお詫びして訂正いたします。


