
 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度のスタートにあたり、日本フードリンクグループの第 1 回総会が 5 月 17 日(金) にホテルイタリア

軒にて行われ、各社の本部スタッフおよび県内施設の責任者など、総勢 113名が出席致しました。 

 

今回は装いも新たに「グループ総会」として開催され 

日本フードリンク、ライフプロモート、アグリライフの 

各代表が壇上で今年度の方針を発表しました。 

                       又、ライフプロモートが主催する、食品メーカーによる 

展示会が開催され、10のブースで最新の食事サンプルを試す 

有意義な機会となったほか、総会後には懇親会が催され 

グループ内での親睦と情報交換など、話に花が咲きました。 

  

グループ総会で共有した年度方針・品質方針をしっかりと理解し安全・安心な給食提供が出来るよう、各社一丸

となり進んで参りたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふ ー ど り ん く 
    ～ 仕事を通して つなげる絆 ～  Ｖｏｌ．６６ 

令和元年度第１回グループ総会 開催 
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20 年前、入社した時の店長会議はどっぺり坂にあった会社のレストラン
で 10 名もいませんでした。それが今では 900 名を数える会社規模とな
り、時の流れを感じています。 

これほど成長する会社で働けた事、続けられた事、全て、スタッフや本部
の皆様のおかげと感謝しております。これからは厳しい時代になると思い
ますが、皆様がもっと素晴らしい会社にして下さると信じ託します。本日
はありがとうございました。 

 

 

 

長年当社に在籍し、社の発展の為に尽力して 

頂いた従業員を祝して、全体会議にて永年勤続 

表彰が行われ、11名に表彰状と御祝金が授与され 

ました。 

表彰された皆様、おめでとうございます。 

今後のさらなるご活躍を祈念致しますとともに 

後進の育成に力を注いで頂きますよう 

お願い申し上げます。 

 

★永年勤続表彰者 紹介（敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は、大量調理施設衛生管理マニュアルをベースとした衛

生管理を行い、食品安全管理室と公的な検査機関の定期検査 

を行っています。検査では清潔度合いを写真や数値等で理解できる形でスタッフに知らせ、衛生意識を

高め、「安全・安心」な職場環境を整えています。グループ総会で代表施設へ表彰を行いました。今後も

食品安全に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属 氏名 勤続年数 所属 氏名 勤続年数 

関川愛広苑（正社員） 森 徳子 20年 山王苑にいがた（正社員） 木村 寿利 10年 

尾山愛広苑（パート） 眞島 美枝子 10年 山王苑にいがた（パート） 相田 貞子 10年 

ケアサンホーム（パート） 皆川 千津子 10年 山王苑にいがた（パート） 登松 基子 10年 

デイうすい（パート） 本多 恵子 10年 クックチル事業部（パート） 伊藤 和子 10年 

上吉野愛宕の園（パート） 相澤 久美子 10年 坂井輪小学校（正社員） 髙野 絵里 10年 

いっぷく２番館（パート） 大口 麻希 10年    

衛生管理優秀賞の表彰 

【中央エリア】 【新潟北エリア】 【上越エリア】

☆ かめだ本町の里 ☆ ケアハウスせきかわ ☆ デイ大潟

☆ はるまち保育園 ☆ 中条愛広苑 ☆ デイ三和

☆ 新潟脳外科病院 ☆ 豊浦愛宕の園 ☆ 三和愛宕の園

☆ デイうすい ☆ 特養ぢりめき ☆ ケアハウス新井

☆ すずまり ☆ デイはやどおり

☆ デイ中之口 ☆ デイじゅんさい池

☆ 遊生の里

☆ デイ潟東 【産業部門】

☆ デイ巻 ☆ 新潟食料農業大学

☆ 燕愛宕の園 ☆ 新潟医療福祉大学　BCホール

☆ 遊生の町 ☆ モモカフェ

☆ ケアサンホーム

☆ 特養サンホーム

平成30年度 衛生管理優秀施設

令和元年度永年勤続表彰者紹介 

勤続 20年表彰の森店長にコメントを頂きました。 

【産業事業部】 

☆新潟食料農業大学 

☆新潟医療福祉大学 BCホール 

☆モモカフェ 
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 今年度より、店長会議は 3日間に分けて行うことになりまし

た。給食施設は、114 施設（病院・老健・食堂は 93 施設）で

従来の 2 日間での会議の開催が難しくなり開催期間を分け

ました。年度方針では【読む力】【問う力】【つなぐ力】を養うこ

とを目的としているため、それに対応した研修内容とグルー

プディスカッションの年間スケジュールを計画しました。今月

の会議では、【新人を受け入れる準備】とネット活用の一環と

して【備品発注システム】についてディスカッションを実施し、従来より小人数で会議を行うことで参加者の

発言機会が増えました。又、昨年度まで行っていたセカンド講習（次期店長候補の講習）については「スタ

ッフ向上研修」に変更し、給食室スタッフであればどなたでも参加できることになりました。第 1回目はPC操

作について講義を実施し PCに慣れて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 1 日より新規開設された「デイサービスセンター新和」様（新潟市中央区新和）の

給食提供が開始され、店長の小川さんにお話を伺って来ました。現在、2 名でシフトを調

整し 10 名前後の食事をクックチルで調理しています。常食以外に一口大の食事、刻み

食、極刻み食、ミキサー食、禁止食等を提供しています。昼食を楽しんでもらえるよう 1つ

1 つの作業の基本をしっかり行い、ミスがないよう温かい食事を提供できるよう努めていま

す。和え物などは数回に分けて味付けし、見た目も良く見えるよう丁寧に仕上げます。おやつ

ではあんみつなどの調理に時間が掛かるものについても手作りで行っており、寒天をカットする

大きさも利用者様の好みに合わせています。 

最近、お褒めの言葉を頂いたメニューは、白身魚のきのこソース掛けなどで、味のしみ込み

やすい料理が人気です。厨房の窓から利用者様が笑顔で食事をされている姿を見るたびに 

やりがいを感じています。 

所属するスタッフは 2人ですが、基本は１人作業のため、前日に調理手順をイメージし段取

り良く進めます。スタッフ間で、お客様からの意見の集約などの情報交換をしてより良い食事

提供を目指すと共に、作業工程や衛生管理の改善を図っています。また、仕事以外にプライ

ベートの話などすることでお互いの気持ちを理解し連帯感を持つようにしています。 

ご利用者様の食事形態を理解し安心・安全な食事提供をさせて頂くのはもちろんのこと 

整理整頓された清潔な給食室で美味しい料理の提供をスタッフ全員で目指しています。 

 

店長会議及び研修会について 

デイサービスセンター新和 給食室 新規施設紹介 

 

PC 異常の際のバッテリーの取り外しの実践 
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こんなお悩みありませんか？ 

朝の調理は時間に追われプレッシャーを感じる… 

ムース食は出来上がりが安定しないから苦手… 

そんな時は、献立課からお手伝いできる事があるかもしれません！！ 

● 誰が作っても同じ仕上がりがうれしいムースサイクル献立 

・既製品ムースを中心にメニューを組んだ 14 日の 

サイクル献立。 

・食材の種類、調理法によって凝固剤の調整が難しい。  

仕上がりが安定しない。そんな現場の悩みを解決す 

るべく作りました。 

６月中に試食会を開催した施設様では、ムース食は食べて頂きやすく、利用者様もむせずに安心してお召

しあがりできる商品であるとのお話を伺っております。 

 

 

 

 

 

 

 

  

導入を検討する際は、献立作成担当者及び店舗運営担当者にご一報ください。    献立室 献立課                         

 

 

当社は「健康経営」に取り組む事業所として「新潟

市健康経営認定事業所」の認定を頂いており、その取り組みの一環として「第 37 回新潟シティマラソ

ン 2019」のサポーター企業となりました！ 

 

今年で 37 回目を迎える、政令市・新潟の「新潟シティマラ

ソン」。国指定重要文化財「萬代橋」から、メインストリート

「柾谷小路」、日本一の大河「信濃川」、そして佐渡島を望む「日

本海」。人・自然・食・文化が織りなす新潟の魅力を体感するコ

ースコンセプトになっています。これは当社の経営理念「食を

介し健康を創る」に通じるものもあり、走りながら新潟の食の

魅力も体感できると思います。 

従業員の健康保持・増進に取り組むことで従業員の活力向上や生産性向

上等の組織の活性化に繋げていきます。エントリーしたスタッフと共にみ

なとまち新潟を駆け抜けて健康になれるよう頑張ります。 

スタッフが健康や安全について主体的に考えられるよう今後も健康経

営に取り組んでいきます。 

健康推進企業としての取組 

 

ソフト食の取組について 
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こんにちは！ アグリライフです！【農業生活 第８話】 

 田植え体験を開催しました！ 

この取組みは、【農を介して健康を創る】という理念の基、ご自身の健康やお子様の健康を第一に考え 

ていらっしゃる方々に、「農業体験を通じて【食に対する私たちの取組み】に共感していただきたい」 

「そして私たちのお米を食べていただきたい」、という思いではじめた取組みです。 

 

今回は、「毎日食べているお米がどの様に作られているか教えてあげたい」「土を 

触るなどして、自然と触れ合って欲しい」、という目的で【親子田植え体験】を行 

いました。参加者は3家族で、ご両親と0歳～6歳のお子様5人です。 

体験の内容は、親子で苗を手で植えていただいた後、お子様に田植機の乗車体験 

をしてもらいました。 

 

お子様が、田植機に乗って喜ぶ姿を見て、ご両親も乗りたくなってし 

まい、最後には笑顔で運転しちゃいました。（笑） 

大人も子供も、とても生き生きしていらっしゃって、田植え体験を 

大変喜んでいただきました。 

（０歳のお子様は、ずっと泣いちゃっていましたが…） 

 

体験が終り、皆さん「田植えの大変さがよく分かった」「これからは、お米をもっと大切に

食べよう」といった感想をもたれたようです。 

最後に、バケツ苗キットをお渡しして、田植え体験を終了しました。 

 

秋には、収穫体験を計画しております。参加はどなたでも大歓迎です！ご興 

味のある方は、下記のQRコード（お問合せフォーム）からご連絡下さい。 

 

 

 

 えっ！宇宙人！！ 

皆さん良くご存知のケイバッカ星人が、人の姿になりすまし、私達の田植えに 

紛れ込みました。ケイバッカ星人こと「たべひろのぶさん」は、とてもハンサ 

ムで、真面目で、優しくて、とにかく良いお人柄でした。 

田植え 4日間のお手伝い、本当にありがとうございました。(感謝！) 

 

(他にも様々な取組みが…。詳しくは、ホームページをチェック！) 

ホームページ・・・niigata-artist-village.com 

 

 

 

 

出合いはインスタ 

アグリライフ H.P. お問合せフォーム 

バケツ苗 
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お問合せ：㈱ライフプロモート  

TEL：025-279-0700 

 

 

 

 

 

歯茎でつぶせる程度にやわらかく加熱処理した、常温保管のレトルトパック野菜シリーズを発売致します。

にんじん・だいこんは小さめ（約３ｇ）の乱切りで、ごぼうはささがきにしてあります。炒め物や煮物で加

熱しても崩れることなくご使用いただけます。 

試作用のサンプルも承りますので、時短・省力化に是非ご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ライフプロモート 

7 月 1 日発売 新商品のご案内 
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第６２回目 

サブタイトル 「下や裏、はたまた中まで。の巻」 

 ７月です。今年の７～８月の予想気温は平年並みのようです。「平年並み？」調べて 
みる→「過去３０年(現在の対象は１９８１～２０１０年)との比較。１０年ごとに更新。次の 
更新は２０２１年(１９９１～２０２０年の３０年)」なるほど。今年の夏は９～３８年前の平均 
値並み。ピンとこないけど昨年より涼しいようです。さて今回は「キャスター」です。 
 

 
 
＜給食室、厨房で使われるタイプを中心に紹介＞ 
 
「プレートタイプ」 台車や配膳車などに使われています。 

 
 

筐体にねじ止めするタイプ。 
画像左＝鉄製ホイール、ゴム巻き車輪。画像右＝ナイロン
ホイール、ウレタン巻き車輪。ウレタン製は摩耗・耐油に優
れ、床面を汚す(車輪跡)心配が少ない 
 
 

 
  

「ねじ込みタイプ」 移動台、移動シンクなどに使われています。 
 
    
            

座板にねじ込み固定するタイプ。パイプなどには 
ねじを受けるための受座が打ち込んであります。 
緩んできたときは矢印部分で締め付けます 
 
 
 

 
  「差し込みプラグタイプ」 移動台、移動シンクなどに使われています。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

パイプ用です(画像は丸パイプ用。角パイプ用もあります) 六角部分の締め付けにより、ナットが 
樹脂プラグやゴムプラグを押し広げ、パイプ内面に密着し固定されます 
 

 
 ＜特に汚れが付きやすい部分＞ 
 

                                         
ホイールの軸（画像左）やベアリング
部分（画像右）にホコリなどが絡みつ
きます。動きが鈍くなったなと感じた
らお手入れを 

 
それでは、また次回 

 

第一営業部 

設備事業課 

大伍 宏昭 
種類と仕組みを知っておこう 
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★結婚おめでとう★ 
≪清水 紗代 （ケアハウス新井 給食室）  ５月 ２７日 結婚≫ 
 

5月 27日に入籍し内田から清水になりました。未熟な 2人ですが、 

支え合い明るい家庭を築いていきたいです。 

今後もよろしくお願い致します。 

 

≪島田 恵 （栄養管理部 献立課）  ５月 １日 結婚≫ 
 

結婚して相墨から島田になりました。これから二人で協力し合い温かい家庭 

を作っていければと思います。今後とも宜しくお願い致します。 

≪安達 祐太 （相川愛広苑 給食室）  ５月 １日 結婚≫ 
 

お互いに気持ちでぶつかってどんな高い壁が来たとしても二人で協力して 

乗り越えていき笑顔が絶えない家庭を築いていきたいと思います。 

≪金子 早紀 （三和愛宕の園 給食室）  ３月 ２８日 結婚≫ 
 

 ３月２８日に入籍して、福原から金子になりました。助け合い支え合い毎日 

笑顔の絶えない幸せな家庭を築いていきたいです。今後ともよろしくお願いします。 

★出産おめでとう★ 

≪須貝 絵美 （経理財務部）  ５月 ２５日 千暁（ちあき）君 （第 1子）誕生≫ 

経理財務部の皆様や色々な方に支えられて、無事に元気な男の子を出産 

する事が出来ました。これからの成長がとっても楽しみです。 

 

 

★職場復帰おめでとう★ 

≪小林 美帆 （新潟リハビリテーション病院 給食室）  ４月２１日復帰≫ 
 

仕事に復帰し、職場のみなさんに支えられて毎日、楽しくとても充実して 

います。育児と仕事と家事と大変ですが、頑張って行きたいと思います。 

≪新保 美奈子 （新潟東デイサービスセンター 給食室）  ４月１日復帰≫ 
 

育休を頂きありがとうございました。おかげで息子の成長を見守る事が 

できました。ご迷惑をかける事も多いと思いますがよろしくお願いいたします。 

≪青木 真穂（横雲の里 給食室）  ４月１日復帰≫ 
 

長いお休みありがとうございました。育児と仕事の両立で慌ただしい 

毎日ですが、周りの皆さんに助けられながら働けることに感謝しています。 
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