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平成29（2017）年 新しい年の始まりにあたって

新年あけましておめでとうございます。社員の皆さ
まには、穏やかな新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、ひと言ご挨拶申し上げます。
昨年を振り返ってみますと、「マイナンバー制度」と

「ストレスチェック制度」がスタートし、当社にとりまし
ても制度適用対象となり、個人情報保護の観点からも、
増々しっかりとした情報管理と運用が求められること
になってきました。
国内では、熊本地震、阿蘇山噴火、鳥取県中部地
震など、各地での自然災害があり、軽井沢スキーバス
転落事故、相模原障害者施設殺傷事件など、暗い
ニュースもありました。一方で、リオデジャネイロオリ
ンピックでは過去最多の41個のメダル獲得、日本人
力士、大関琴奨菊による10年ぶりの優勝、同じく日
本ハムファイターズの10年ぶりの日本シリーズ制覇や、
日本女子オープンゴルフでは、アマチュアの畑岡奈紗
選手による国内メジャー初制覇（最年少17歳と263
日)のほか、小池百合子東京都知事誕生もあり、特に
女性がさまざまな分野で活躍する場面がありました。
当社は女性社員が多数在職しておりますので、今後も
益々の活躍、躍進を期待するとともに、男性社員も負
けづ劣らず実力を発揮することを願います。
さて、平成29（2017）年の干支は丁酉（ひのと と

り）。酉年の酉の由来は、『果実が極限まで熟した状
態＝物事が頂点まで極まった状態』というもので、酉
年の特徴は、『酉のつく年は商売繁盛に繋がる』と考
えられており、酉は『取り込む』につながるといわれ、
そこから『運気もお客さまも取り込める』ということだ
そうです。毎年11月の酉の市は、商売繁盛を願うお
祭りですが、酉年の酉の市は、いつも以上のご利益が
あるかもしれません。酉年は商売人にとって、より実り

の多い一年になる予感のある年。またある程度の成果
が得られる、区切りの年になる可能性があります。運
気や有効な情報を取り入れ、実りある一年にしたいも
の。また一区切りつくうえに運気を取り込めることから、
人生を考えるのにも向いた年ともいえます。
新しい年のスタートにあたり、社員全員で運気と繁
盛を取り込んで、酉年の人らしい『直感力と行動力を
見習い、より積極的に活躍できる酉年』としましょう！
平成28年度は残すところあと3ヵ月ほどですが、今
年度の会社目標はご承知の通り『あなたにできるプラ
スαを』を掲げています。社員の皆さま、それぞれに得
意なこと、不得意なことがあるかと思いますが、ご自
身でなにができるのか、ご自身でできることで会社あ
るいは組織のプラスαになることはどんなことなのか、
もう一度原点に戻って考え直しながら、2017年中に
はこれらの果実が熟すことができるよう、一丸となっ
て4月からの新年度に繋げていっていただくことを希
望します。
皆さんが健康で、風通しのよい明るい職場を目指し

て、楽しい一年を過ごしましょう。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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おせち料理
元は宮中の行事で用いられていた『御節供料理』が
由来のようです。宮中では、季節の変わり目とされる
『節』に神にお供えをして宴を開いていたそうで、この
時の料理が庶民の間にも浸透し、お正月のおせち料
理となったのだとか。地域や家庭によって品数もいろ
いろでしょうが、代表的なものを挙げてみます。
・黒豆：『まめに働く』との語呂合わせ。元気に働けま
すように。との意味です。
・数の子：二親（にしん）から多くの子がでる、との意
味です。
・田作り：カタクチイワシの小魚を使いますが、カタ
クチイワシの小魚は、田畑の肥料として使われていた
ことから『田作り』と呼ばれます。
・紅白かまぼこ：かまぼこは『日の出』を象徴するもの
と考えられ、紅はめでたさ、白は神聖を表します。
・栗きんとん：色が黄金色なので、財宝に例えられま
す。豊かな財を願う料理です。

・昆布巻：昆布は『喜ぶ』の言葉にかけて、縁起の良
い食べ物とされています。
・紅白なます：お祝いの『水引』をかたどったもので、
おめでたい意味があります。
・海老：長いひげを生し、腰が曲がるまで生きること
を願う、長生きの象徴です。
・里芋：子芋がたくさん付くことから、子宝の象徴と
されています。
・レンコン：穴があいていることから、先を見通せる
ように、との意味合いがあります。
・ごぼう：細く長く幸せに、という願いが込められて
います。
いかがでしょうか。最近はグローバル化の波が押し
寄せ、フレンチのおせち、中華のおせちなども見受け
られます。お正月においしいもの、という点ではいろ
いろな料理を楽しむのもいいと思いますが、本来のお
せち料理もお忘れなく。

江の島というと、夏、海、青い空、サザンオールス
ターズといったイメージがありますが、実は冬にもこん
な行事があります。寒中に神輿をかついで海に入ると
いう、いかにも寒そうなこの風景、神輿があることか
ら、どこかの神社のお祭りだと思いますよね。

実はこの行事、神社とは関係なく、藤沢鎌倉神輿連
合会が主催の、神輿愛好者によるお祭りとのこと。連
合会所属の新成人代表を神輿に乗せるなど、成人に
なるための通過儀礼のような意味合いもあるそうです。
平成29年は1月15日（日）11時から行われます。

江の島 寒中神輿

お
正
月

あ
れ
こ
れ
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お正月はやはり日本酒でお祝いしたいですね。おい
しいお酒をご紹介したく思い、調査をしました。日本
酒の注目度ランキングでは、
1位：獺祭（山口県）
2位：八海山（新潟県）
3位：十四代（山形県）
4位：菊水（新潟県）
5位：久保田／越乃寒梅（ともに新潟県）
となってます。『獺祭』を飲まれたことがありますか？
　安倍首相のトップセールスで海外へも進出している
ようです。4銘柄がランクインした新潟のお酒はやはり
人気ですね。『十四代』は、購入することが難しいとの
ことです。新潟に住む日本酒を愛する方によると、『緑

川』『越の誉銀の翼』（ともに新潟県）がオススメだそう
です。よろしければ、チェックしてみてください。

お正月のこの時期は、和服を着たり、見かけたりす
る機会が増えます。現代の和服は、平安時代に始まっ
た『直線裁ち』という布地の切り方で作られています。
着る人の体の線に関係なく作れる方法で、たたみやす
く、重ね着も簡単という利点があり、広まっていったよ
うです。和服にもいろいろな種類があったようですが、
明治時代まで小袖と呼ばれていた形が、現在の和服
なんだそうです。
普段は洋服を着ている私たちですが、着物を着ると、
気分も変わりますよね。見た目も五割り増しくらい…

かどうかはわかりませんが、初詣に和服で出かけると
いった光景は、テレビ番組の定番になっています。
ところで、和服を扱うお店を呉服店と呼ばれますが、

『呉服』の意味は、ご存知でしょうか。なんとなく、呉
服＝和服と思っていたのですが、呉服の『服』は『はた
おり』の意味なんだそうです。『呉』の方は、はるか昔
に中国にあった国の名前です（三国志に登場します）。
呉の国からはたおりの技術が伝えられて、その質が良
かったことからブランド化して呉服になったようです。
言葉ひとつとっても、調べると面白いですね。

年末年始にかけては、何かしら特別番組を観ること
ができる時期ですね。お正月のテレビ番組というと、
駅伝を連想する方が多いのではないでしょうか。
あれだけの距離、起伏に富んだコースで走力を競う
駅伝は、精神力の戦いではないでしょうか。さすがに
緊張感が画面を通して伝わってきて、ついつい見入っ
てしまいますよね。
この駅伝、日本発祥の競技とのことで、最初の駅伝
が行われたのは1917年、東京～京都間の東海道駅

伝だそうです。ちょうど今年が100周年にあたります。
もうひとつ、お正月のテレビでスポーツ関係という

と、ラグビーがあります。ちょうど年末年始の時期に、
全国高校、全国大学などの試合が集中してるので、
昔からのラグビーファンは、年末年始が楽しみだとか。
球技の中でも、体のぶつかり合いが激しいスポーツ、
やはり見ごたえがあります。一昨年は五郎丸選手がク
ローズアップされましたが、そろそろ次のスターが出
てきてほしいところです。

日本酒

和服

テレビ
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11月5日（土）6日（日）の2日間、北里祭に出店しま
した。今年の北里祭は天候もよく、ステージイベント
や模擬店が賑わってました。例年通り、ライフサービ
スのブースでは、北里大学オリジナルグッズや、草熟
八雲牛加工食品の販売、ＰＲを行いました。
特に今回は新商品の五島軒『草熟北里八雲牛カ

レー』と、限定販売『北里もなか』に力を入れて、多くの
方にお買上げいただきました。また、特別企画として、

お買上げのお客様に野菜（隼人瓜）のプレゼントを実
施。ご購入者以外のお客様からも問い合わせが多数
あり、急遽販売をすることに。珍しさか、お買い得だっ
たのか、なんと初日で完売してしまいました。
2日目にはくまモンが来場、ブースにも来てくれまし

た。くまモンありがとうございました。くまモン効果
（？）で過去最高の販売金額をあげることができました。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

ライフショップ便り

北里祭に出店しました

皆さま、北里ライフショップでは、従業員割引を行っ
ています。年末年始や、年度の変わり目などで物入り
の際はひと声おかけください。特別価格でお見積いた
します。店頭に無い品物でも、たいていのものは取り
寄せが可能です。他店との比較だけでも結構です。ぜ
ひご検討下さい。
息子が大学に入学して一人暮らしを始める、いい物件

が見つかって引っ越し予
定、などで、生活家電
一式を購入したい。中
学校の同窓会を計画し
ているので、記念品を探
している……優しく話を
聞いてくれる山田店長が、親身になって対応します！

家計の味方になりたい！

北里大学病院が、今年のクリスマス企画として、本館1
Ｆスターバックス前のエリアで、音楽を提供できる人を募っ
ていました。これに応えて、人材部人材一課 看護補佐の
佐々木玲子さんが演奏を行いました。
平成28年12月21日（水）16時から演奏が始まり、バイ

オリンとピアノの演奏で、クリスマスシーズンにお馴染み
の曲目を披露。普段は置いてあるだけのグランドピアノも、
心なしか嬉しそうに見えました。
佐々木さん、次回もよろしくお願いします！
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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

総合カウンター業務

新病院が開院し、丸三年という歳月が経ちました。
私個人としては、旧病院の会計センターから総合カ
ウンターの配属となり、その移り変わりを目のあたり
にしてきましたので、とても思い入れがあります。
現在総合カウンターでは、32名の従業員が勤務し
ています。どの部署も日々多忙ではありますが、ひと
り一人の『個』の力が結集し、今ではどの部門間にお
いても連携がスムーズに行えるチームとなりました。
各従業員の頑張りが、この部門を支えているものと

思います。
私もまた、総合カウンターの一員として、日々の業
務に邁進していきたいと思います。

人材部 人材一課　甲斐裕樹

お仕事拝見

大学病院の栄養部仕込み現場には、６名が在籍し
ています。この６名でローテーションを組み、衛生エ
リアのカット室と、果物の盛り付け、非衛生エリアの
仕込み室とに別れて仕事をします。
まず１日３回、五種類（白飯、DX、軟飯、全粥、重

湯）の炊飯の準備があります。そして、生野菜や、冷
凍食品の計量またはカット、その他にも、乾物や割卵、
経管栄養剤の準備、果物のカット等、さまざまな作
業があります。
衛生管理には細心の注意を払い、例えば生野菜は
全てカット前とカット後に消毒をします。
大量の調理材料と関わりますが、雑多な作業にな
らないよう、患者様ひとり一人のことを考えて、日々
仕事に励んでいます。

環境施設部 環境一課　中野と子

調理補助の仕事
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最近はガーデニングがブーム。花や
フェンスで庭を飾る素敵な家を目にす
る機会が増えました。ベランダのデッ
キやテーブル、イスなど、買うと高い
ですよね。私は作ることにしています。
そう、私が熱中しているのはＤＩＹです。
小さな庭の花壇、ベランダのあれこ

れ、部屋のすきま家具。自分の好きな

サイズで作れるフルオーダー。
なかでもベランダのログデッ
キは重量もあり、作るのが大
変でしたが、数年たった今で
もびくともせず、しっかりとし
ています。そこに座ってコーヒーを飲
み、猫と日に当たっていると、ポカポカ
して幸せな気分になります。

さて次は何を作ろうか、と考えるだ
けでもワクワク♡　皆さんもDＩＹして
みませんか？

営業部　苗村淳子
I・Love・DIY
My Boom

北里大学病院の5階には、エレベーターが停止しません
が、ご存知でしたか？　大学病院内で働いていると、仕事
に追われているので、普段は気に留めていないのではと思
いますが、北里大学病院のホームページにあるフロア案内
によれば、5階は『機械室』となっています。ある方から、「5
階に何があるのか知りたい」とのご質問がありました。
今回、匿名を条件に、社内の某氏にお話を伺いました。

以下、某氏のお話です。

「大きな声では言えないんですが、あそこには確かに機
械室もありますけど、それだけじゃないんです。ガスとか、
あ、これ言ってもいいんですかね？　電気で何かする機械と
か。え、何をするのかっていうのは、いやちょっと、勘弁し
てください。あと、泊まれるようにもなってるんですよ。え

え。え？　誰が泊まる？　そ、そんな
ことわかりませんよ。」

どうもはっきりしないので、調べ
てみました。このフロアには、機械室と電気室がありますの
で、北里大学病院のホームページの記載通りです。ただし、
フロア全部が機械室と電気室ではありません。一角には、
MEの器材室や、ガスボンベ室があり、医療行為に必要な
器材が保管されています。また、4階の手術室や、6階のＩＣ
Ｕ等との関連で、医師室や当直室などがあります。
ということで、『秘密のフロア』と思っていた方には残念

な結果ですが、5階の実態は外部から来られる方には縁の
ない設備ばかりのフロアでした。それでエレベーターが停
止しないようになっているわけですね。

大学病院5階の謎... 話を聞いた某氏

私
の
故
郷

My 
Home 
Town 環境施設部 環境一課　上嶋 桂太朗

故郷について思うこと
私の故郷というと、幼少期は父親の仕事の関係で山形県

の置賜地方にいたが、ここが故郷かというと、どうも違うよ
うな気がする。数年前、正月にひとりで行ってみたが、なん
てことのない小さな町であった。以前住んでいたところから、
通学路を通って小学校まで行ってみたものの、特に苦い思い
出がよみがえる訳でもなく、淡々としたものだった。
現在は座間に住んでおり、引っ越してきたのが中学の時

だったので、かれこれ四半世紀を越えたぐらい当地に住んで

いることになる。故郷かといわれるとや
はり違う気がするが、ここには自身の知
り合いが少なからず存在することが、他
の場所とは明確に異なる。離れることも
できたが、理由もないのでここに暮らし
てきた。
こうして他人との関係が大きくなっていったその場所が、

自身の故郷となっていくのかもしれない。



2017 新春号7

平成29年1月1日付にて、当社取締役が交代となり
ます。平成26年4月1日から就任された原田毅取締役
は、平成28年12月31日付で退任となり、新たに平成
29年1月1日から平成29年6月までの任期で、遠藤尚
光取締役が就任されました。

早くも雪が降りましたが、冬の本番はこれからです。
例年1月と2月は通勤労災が多発しています。足元の
悪い日など、通勤時の事故には十分ご注意ください。

神奈川県と相模原市での入札資格を取得しました。
当面、対象となる職種は医療事務のみとなりますが、
徐々に職種を広げていきたいと考えています。

事務部からのお知らせInformation

入札資格取得のお知らせ

くれぐれも通勤時はご注意ください

現在の従業員数
　平成29年1月1日現在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  　 11 13 1  　 　 3 22 14 35 50

 環境一課 　 25 52 4 13 　 　 27 45 57 110 167

　 環境二課 　 7 12 　 　 　 　 9 5 16 17 33

　 環境三課 　 12 7 2 12 　 　 6 8 20 27 47

　 環境四課 　 1 1 　 　 　 　 　 　 1 1 2

人材部 人材一課 　 19 169 　 3 　 7  8 19 187 206

　 人材二課 　 　 23 　 4 　 　 　 　1 　 28 28

　 人材三課 　 　 12 　 　 　  　 　 　 12 12

   計  1 79 287 7 32  7 41 83 133 419 552

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

＊くれぐれも歩きスマホをしないようにお願いします。

取締役が交代となります

代表取締役
取締役
監査役

宮﨑 正　　
真壁泰夫　遠藤尚光　
座間徳正

新体制の役員

急募
腕に覚えのある方、
北里ライフサービス株式会社の
ロゴマークを
制作してみませんか？

当社にはシンボルとなる正式な
ロゴマークがまだありません。
新年度から、ロゴマークを活用
していきたいと考えています。
募集要項等は後日ポスター等
でご案内します。

北里ライフサービスのロゴマークを募集します！　



編集後記
ライフスマイル平成29年新春号をお届けします。皆様はお正月をどのように過ごされるでしょうか？　今号の巻頭特集では、
お正月にまつわる話題をいくつか紹介してみました。今後も季節的な話題をなるべく取り上げていきたいと思います。インフ
ルエンザだけでなくノロウイルスも流行の様子。体調管理には十分注意していただき、元気に過ごしましょう。また、スマイル
大賞の投票もよろしくお願いします。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ライフスマイル編集長  永山乃丸

82017 新春号

年に一度のスマイル大賞
投票用紙

投票期間：平成29年1月4日（水）から1月31日（火）　　＊投票箱は各現場事務所等に設置します

ぜひご投票してください！　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

『仕事中にすれ違うたび、心に暖かいものがあふ
れるような笑顔』『目を向けるたびにいきいきと仕
事に励んでいるあの人の笑顔』『朝一番で元気な挨
拶をしてくれるあの人の笑顔』…などなど、皆さん
の周りにいる、笑顔のすてきな"あの人"を投票して
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…」等はもちろん、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。

実行委員が決まり、開催に向けて準備をスタートしました。
楽しいひと時を今回もご一緒に！

ライフアワード2016
永年勤続者
表彰

提案制度
年間賞表彰

スマイル大賞
表彰

●実行委員
若佐裕太 （環境施設部 環境一課）
原山智子 （環境施設部 環境二課）
小川裕幸 （環境施設部 環境三課）
湯川志織 （人材部 人材一課）
佐藤彩香 （人材部 人材一課）
秋間 奈緒美 （人材部 人材二課）
水越成子 （営業部）
豊田朱理 （人材部 人材一課）
平田 栞 （人材部 人材一課）

鈴木由梨 （人材部 人材三課）
安藤光枝 （営業部）
横山美幸 （営業部）
関口広美 （環境施設部 環境二課）
松井順子 （環境施設部 環境三課）

●事務局
永山乃丸 （事務部）
中村 浩 （事務部）
相馬健一 （事務部）

第5回
ご参加下さい！
平成29年

3月10日（金）

＊ポスターや掲示板でもご案内をしていきます。


