
今年もまた、桜の季節、新年度を迎えました。
あちこちに目を輝かせた社会人一年生が闊歩し、気
候も過ごしやすくなり、未来を思う季節ではないで
しょうか。
さて、昨年度の当社は、従業員諸氏の努力により、
厳しい状況の中でもプラスの収支となりました。ご尽
力、ありがとうございました。
昨年度、大きな話題となった大村智先生のノーベ
ル賞受賞は、北里大学の名を世間に印象づけた明る
い話題でした。北里研究所関連会社の私たちにとっ
ても、誇りに思える快挙と思います。今後、色々な意
味で北里大学が注目されることが多くなると思いま
すので、関連会社の従業員であることを忘れずに行
動してください。
平成28年度は引き続き、厳しい環境が続きますが、
ひとり一人が明るく、前向きに仕事に取り組んでいた
だきたいという願いを込めて、『あなたにできるプラ
スαを』を会社目標としました。
毎日の仕事に、自分なりの改善や工夫を加えて、楽
しく働いていただきたいと思います。

なお、日々実行されていると思いますが、接遇・応
対の基本方針で掲げている『挨拶』と『職場のオアシ
ス』は、本年度も意識していただき、相手のことを考
えた言動を心がけ、業務を行うようにお願いします。
本年度、環境施設部 環境三課に仲間が増えます。
平成27年度まで大学の清掃を行っていた、山竹管財
で働いておられた皆さまが、本年度当社に移籍しま
した。従来二社で行っていた大学の清掃を、当社で
一括して行うことになります。もし、汚れているとこ
ろなどに気づいたら、清掃担当へご連絡ください。
このところ欧州でテロが発生するなど、世間はやや
不穏な空気があるようです。私たちの職場は多くの人
が集まる場所です。作業中に不審なものを見かけた
ら、必ず上長などへ報告してください。その際は、周
囲の方の不安を煽らないように、注意して行動してく
ださい。
ともあれ、季節は春です。一生懸命仕事をしたら、
休日はよい気候、良い風景を楽しんで、元気に過ごし
ていただければと思います。
あなたの人生にもプラスαを。
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平成28年度を迎えて
事務部  部長　永山乃丸
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北里ライフサービスは、学校法人北里研究所の
関連会社として、北里研究所の目指す、教育・研
究・医療の更なる向上・推進をきめ細かくサポートす
る。北里研究所の高等教育・医療機関としての、よ
りよい人材の輩出、高度・安全医療の推進等におけ

る、教育・医療環境整備に努め、教育・医療関連会
社に勤務する自信と誇りを持って、広く社会に貢献
する。また、そこで働く我々は、各自が与えられた
役割を自覚・認識し、お互いが尊重・協力しながら、
元気で明るく、優しさを持った職場作りを実践する。

平成28年度の目　　標が決まりました

全社基本方針

接遇・応対 基本方針事項

「お先に失礼します」
1日の頑張りのご褒美です。
そして、明日への活力です。   

朝の挨拶

「おはようございます」
明るく元気よく声掛けを。
明るさと笑顔が
今日の１日を元気にします。

帰りの挨拶

職場の『オ・ア・シ・ス』

「お願いします。おそれいります」 

「ありがとうございました」

「失礼いたしました。少々おまち下さい」

「すみませんでした」

オ
ア
シ
ス

北里ライフサービスの社員一同、毎日これだけは、徹底・実践しましょう

Annual goals

今年度は引き続き、厳しい状況が予想されますが、その中で私達に何ができるだろうか ?
ということを考えていただききたいと思い、年度目標を設定しました。

あなたにできるプラスαを
これが平成 28 年度の会社目標です。

北里ライフサービスには、さまざまな職種があり、多くの人が働いています。
それぞれ得意な事、不得意な事があると思いますが、

ご自身で何ができるのか、ご自身ができることで皆のプラスαになることは何なのか、
ひとり一人がぜひ問い直してみてください。

また、引き続き接遇については、基本に忠実にお願いします。
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平成28年度の目　　標が決まりました

部門目標

・効率化を考えよう
・他部門との連携を考えよう

会社の年度目標を踏まえた上での、各部門の目標です。
よりよい明日のために、未来のために、プラスαを意識して日々を送っていただければと思います。

さぁ平成28年度のスタートです！

・粗利前年比105％を目指そう

事務部

仕事のやり方を
見直そう

・清掃用具等で患者様や
医療機器への接触に注意
・洗剤や消毒液は表示された
専用容器で使用、保管

環境施設部

みんなでやる
事故防止・安全使用

・プロ意識を高めよう
・角度を変えた見方でチャレンジしよう

人材部

ひとり一人が
主役

営業部

「新規開拓・新規提案」
による売上アップ

あなたに
できる
プラスαを
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　地元の方には、『戦車道路』という方がお馴染みか
もしれません。
　市民の憩いの場となっている尾根緑道、桜の時期
には人出も多く、ソメイヨシノ、ヤマザクラ、サトザク
ラなど、450本ほどが花を咲かせる名所です。中には
幹の直径が50cmを超える立派な木もあります。

　厚木の中津川にかかる才戸橋。ここも桜の名所とし
て有名です。
　駅から遠いので、車を使うかバスに乗って向かうこ
とになりますが、川沿いのよい空気の中、見事な桜を
楽しむことができます。

　相模原市民にはお馴染みの相模湖と津久井湖。ど
ちらにも桜が見事な場所があります。
　相模湖にはさがみ湖リゾートプレジャーフォレスト、
津久井湖には城山公園。どちらも桜の名所として紹
介されてます。よく渋滞するので交通手段に悩むとこ
ろですが、スケジュールの都合がつけば、ぜひ行って
みてください。さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト
の方は、夜のライトアップも好評です。

　毎年行われている相模川芝ざくら祭り。こちらは芝
ざくらになりますが、イベントも行われていますので、
ご家族でいかがでしょうか。今年は4月3日（日）から
4月17日（日）の期間で開催されます。
　

町田の尾根緑道

厚木 才戸橋の桜

相模湖と津久井湖

相模川芝ざくら祭り

相模原の桜情報
4月といえばお花見。ということで、相模原周辺の桜の名所を調べてみました。
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平成28年3月11日（金）18：00～ 第4回
ライフアワード2015 Report

永年勤続者
表彰 アトラクションスマイル大賞

表彰人との交流は 心の栄養
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今回も『交流』を重視して、歓談をする時間が長くとれるように考えました。
普段なかなか他部門の方と話をする機会がないと思います。
ライフアワードでゆっくりと話しをしていただき、
親睦を深め、たくさんの同僚がいることを肌で感じることで、
毎日の仕事も楽しみが増えるのではないでしょうか。

人との交流は心の栄養。
社員の交流のお手伝いができて、実行委員も喜んでいます。　

料理はいかがでしたか？　
学生食堂を運営している、アイビー・シー・エスさんにお願いし、
腕を振るっていただきました。

今年の福引きは、宿泊券、ダイソンのホット＆クールなど、
実行委員がいろいろと考えた景品を揃えました。
当選された皆さま、おめでとうございます。
また来年も楽しい集まりにしたいと思います。ぜひご参加ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　永山乃丸

今年は勤続20年1名、
勤続10年17名の方々を表彰

永年勤続者
表彰

勤続10年
中條  恵　営業部
田村豊子　営業部
安藤  三枝子　営業部
向井賢次　環境施設部 環境一課
高山貴洋　環境施設部 環境一課
浅沼忠男　環境施設部 環境一課
星  昭　環境施設部 環境一課
松原一彦　環境施設部 環境二課
後藤  祐太郎　環境施設部 環境二課
岩瀬  文　人材部 人材一課
小室千明　人材部 人材一課
白川史子　人材部 人材一課
相川友子　人材部 人材一課
千田  なつみ　人材部 人材二課 
小川  美佐子　人材部 人材二課 
田邉  美和子　人材部 人材三課 
永渕  絵里香　人材部 人材三課 

勤続20年
永山乃丸　事務部　

第4回

ライフアワード
2015
Report
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笑顔が一番！
今年はこの方々が
受賞です

スマイル大賞
表彰

スマイル大賞
田中美咲（勤続2年）
人材部 人材一課　ブロック受付

準大賞
永松祐子（勤続11年）
環境施設部 環境二課　東病院清掃

ナイススマイル賞
天野公子（勤続6年）
環境施設部 環境二課　東病院院内搬送

前田果歩（勤続3年）
人材部 人材一課　診療情報管理室

人との交流は心の栄養
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じゃんけん大会

恒例のじゃんけん大会。
事務部のじゃんけん男、相馬さんの掛け声で一斉に手を挙げる皆さん。壮観ですね。
今年は、後ろの方に声が届きにくい場合を考えて、じゃんけんパネルを用意してみました。
景品の北里焼酎と北里ワインは、だんだん入手困難になりつつありますので、
希少品かもしれません。ゲットした皆さま、大事に飲んでください。
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人との交流は
心の栄養

第4回

ライフアワード
2015
Report

特賞のペア宿泊券を筆頭に、『欲しいけど手が出ないような品物』をキーワードに景品を揃えました。
ペア宿泊券は、白金への出向などで頑張っていた人材一課の土田さんがゲット！
ダイソンのホット＆クールは、つい最近痛い思いをされた環境二課の渡辺さんが！神様は見てますねぇ。
その他、トゥルースリーパー、レイコップ、バリスタとテレビでよく見かける景品、
抽選のたびに歓声があがりました。

超豪華
福引大会

左上から：［関島次長］、古木愛梨（人材部 人材一課）、池上真奈（営業部）、今井  
真由美（営業部）、鶴田  久美子（人材部 人材三課）、立谷綾子（人材部 人材一
課）、事務局 相馬健一（事務部）、田中憲一（環境施設部 環境一課）、［児玉部長］
前列左から：八木愛美（人材部 人材一課）、水越成子（営業部）、古林  恵（環境施設
部 環境二課）、田中  千賀子（環境施設部 環境二課）、三浦正子（環境施設部 環境
三課）、事務局 中村浩（事務部）、［岩島部長］

ライフアワード2015は、平成27年
11月から5回にわたる実行委員会の
中で、景品、料理、運営方法など検
討を重ね、数々のアイデアを出し合
い、この日を迎えました。委員の中に
は途中で産休にはいられた方、残念
ながら2月で退職された方もいまし
たが、皆さんのご尽力で、無事に実
行できました。
ありがとうございました。

実行委員の皆さん
お疲れさまでした！
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平
成
28
年
度
採
用  

新
卒
者
紹
介

ブロック受付
佐藤杏菜　山梨県南都留郡道志村出身　趣味：茶道
いたらない点が多いと思いますが、精一杯頑張っていくので、
ご指導のほどよろしくお願いします。

外来会計
赤池  紗耶加　神奈川県愛甲郡愛川町出身　趣味：イラスト、読書
ご迷惑をおかけすることもあると思います。
仕事は一生懸命に行うので、見守っていただけたらと思います。

総合カウンター
田代  望　神奈川県相模原市出身　趣味：ショッピング
ミスが多く迷惑をかけてしまうことが多いですが、
新入社員として新たな気持ちで頑張りますので、よろしくお願いします。

放射線総合受付
平田  栞　神奈川県相模原市出身　趣味：ソフトボール
ひとつ1つを丁寧に行い、いろいろな業務を任せていただけるよう努力していきます。
ご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが、よろしくお願いします。

総合カウンター
田澤美夏　神奈川県相模原市出身　趣味：音楽を聞くこと
笑顔で患者様と接し、親切な応対を心がけていきたいと思います。
よろしくお願いします。

総合カウンター
渕上真衣　神奈川県横浜市出身　趣味：テニス
まだまだ分からない事がたくさんあり、ご迷惑をおかけしますが、
常に向上心をもち業務に取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。

外来会計
吉澤  咲　神奈川県藤沢市出身　趣味：映画鑑賞
研修出社が始まってから４ヵ月たちましたが、まだまだ分からないことが
たくさんありますので、先輩方に積極的に聞いて学んでいきたいです。

ブロック受付
佐々木  莉菜　神奈川県愛甲郡愛川町出身　趣味：ショッピング
一人前になれるように毎日頑張ります。

診療情報管理室
髙橋史乃　神奈川県厚木市出身　趣味：スポーツ
まだまだ分からないことがたくさんありますが、ひとつ1つの仕事に責任をもって
やり遂げますので、これからもよろしくお願いします。

電話予約センター
辻村  亜依李　神奈川県大和市出身　趣味：ショッピング、DVD鑑賞
ご迷惑をおかけすると思いますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いします。

本
年
度
は
10
名
で
す
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新入生をお迎えする季節、教材や実習器具等は、
大学Ｌ２号館の特設売り場で、大々的に販売します。
今年も入学式会場で北里大学グッズを販売します。
昨年好評だったチョコ入りマシュマロ、定番の北里大
学ロゴ入りビスケット、文具系の北里大学グッズなど
に加え、新商品の北里大学オリジナル電子体温計を
発売します。また、北里のロゴマークを印刷した、北
里グッズには珍しい和菓子、入学記念お祝いもなかも

新商品です。ともに売れゆきが楽しみです。

ライフショップ便り

私
の
故
郷

My 
Home 
Town 環境施設部  環境一課　伊藤 アヤコ

自然に囲まれて 愛知県 作手村

私の故郷は、愛知県の奥、静岡県と
の県境近くにある作手村です。平成
17年から新城市に合併されましたが、
それまでは南設楽郡作手村でした。
徳川家康が生まれた岡崎までは車

で1時間半ほどかかります。また、有
名なところでは、長篠の合戦があった
ところも車で1時間半ほどです。
作手村は山に囲まれたところで、集

落がある辺りは蚕を飼う桑の木が多く、
学校帰りに桑の実をつまみ食いして、
よく叱られました。通学路は、田んぼ
や畑が多く、昼でも薄暗い杉林があっ
たりと、田舎の山奥の風景です。
丁度今の時期は杉が花粉を出すの

で、杉林のあたりは霧がでたように花

粉でいっぱいでした。子供の頃、たく
さん花粉を浴びているのに、最近に
なって花粉症がでて困っています。
通っていた小学校は、家から歩いて

1時間くらいかかるイモリ山という
700ｍほどの山の頂上にあり、写真の
ように広い運動場がありました。冬場
は結構寒くなり、今では見かけないダ
ルマストーブで暖まっていましたが、ス
トーブの周りでお弁当を温めていると、
誰かしらおしんこを入れてきていて、
臭いが強くて困ったこともありました。
中学校はさらにひと山越えて40分

ほど余計にかかるところにあり、お蔭
で今でも足腰は丈夫です。
こんなふうに自然に囲まれて育った

せいか、季節のものや、花などをあし
らった絵葉書や絵手紙をよく作ります。
最近は少しご無沙汰ですが、春でした
らこのような葉書です。私の故郷は自
然に恵まれたところですが、今から帰
るには少し不便かなと思っています。

マ
イ・ブ
ー
ム

25年ぶりに富士山に登りました。
きっかけは主人の「一度登ってみた
い。」のひと言でした。
子育ても一段落し、夫婦二人でガイ

ド付きツアーに参加。山小屋で仮眠し、
頂上で御来光というものでした。
6時間かけて8合目の山小屋に到着、

すぐ眠ってしまい私は高山病になって

しまいまし
た。この着
いてすぐ寝
るという行動は、呼吸が浅くなるため、
高山病になりやすかったようです。残
念ながら登頂はあきらめることになり
ました。
25年前と比べると整備が整って、

快適に登山ができるようになっていま
した。
今年から8月11日が山の日となりま

す。今回の教訓をもとに、また富士山
にチャレンジしたいと思っています。

営業部　馬場啓子
富士山に挑戦
My Boom

入学記念お祝いもなか
800円（税別）

北里大学オリジナル電子体温計
2,500円（税別）



平成28年春号をお届けします。月日の経つのは早いもので、また桜の季節ですね。キャンパス内はあちこち工事が続いてい
ますが、その中でも桜を楽しめる場所があります。キャンパス内でお花見というわけにはいきませんが、休憩時間にでもご覧
になってはいかがでしょうか。４回目となったライフアワード、楽しんでいただけましたでしょうか。今回も実行委員の皆様に
はいろいろとご尽力いただきました。ありがとうございました。次回のライフスマイル、また楽しい誌面にしたいと思います。
ご期待ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ライフスマイル編集長  永山乃丸

編集後記
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４月１日付で次の方が昇任となりました。おめでと
うございます。
環境施設部 環境一課 水澤壮吉　主任
人材部 人材一課　小林  そのえ　グループリーダー
人材部 人材一課　井上愛子　グループリーダー

平成27年度の労災発生は13件でした。詳細は各所
の掲示をご覧ください。
本年度は作業時、通勤時に一層の注意をしていた
だき、事故が起きないように努力しましょう。

事務部からのお知らせInformation

昇任のご報告1 労災の発生件数2

現在の従業員数3
　平成28年3月18日現在の、当社の人員構成をお知らせします。

事務部  1 4 2 　 　 　 　 　  5 2 7

営業部  　 10 13 2 2 　 　 3 24 15 39 54

 環境一課 　 25 45 3 12 　 　 19 41 47 98 145

　 環境二課 　 7 13 　 　 　 　 9 5 16 18 34

　 環境三課 　 8 6 1 2 　 　 8 7 17 15 32

　 環境四課 　 1 1 　 　 　 　 　 　 1 1 2

人材部 人材一課 　 22 157 　 5 　 13 1 12 23 187 210

　 人材二課 　 　 24 　 4 　 　 　 　 　 28 28

　 人材三課 　 　 14 　 　 　 1 　 　 　 15 15

   計  1 77 275 6 25 0 14 40 89 124 403 527

社員 嘱託 契約社員 パート 計
部門 部課 役員      総計

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

環
境
施
設
部

※津田昌明さん（環境施設部 環境三課）も編集委員でしたが、平成28年2月5日付で退職されました。

池上真奈さん　（営業部）
内田淑美さん　（人材部 人材一課）
新村文延さん　（環境施設部 環境一課）

古木愛莉さん　（人材部 人材一課）
古林  恵さん　（環境施設部 環境二課）
水越成子さん　（営業部）

今号の発行をもってライフスマイル編集
委員の任期が満了となりました。任期満
了の編集委員は次の方々です。一年間
ありがとうございました。




