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令和 2 年度第 1 回日本フードリンクグループ総会 web 通知
令和 2 年度の業務開始にあたり、日本フードリンクグループの第 1 回総会を 5 月 16 日(土) に準備してお
りましたが、新型コロナウイルスの感染防止策（密閉、密集、密接の 3 密を避ける）のため、グループウェ
アを用いた web 通知を実施しました。web 通知では日本フードリンク及びライフプロモート、アグリライフ
の中で今年度体制並びに新たな取り組みについて共有、店長や業務責任者の皆様より現状の課題と目標につ
いてまとめて報告しました。
所属部門の方針や目標を共有することで、安全で安心して食べられる食事の提供はもちろんのこと、美味
しく楽しめる食事の提供を目指すことを企図しています。グループ総会のあり方そのものに対する意見や要
望も確認し、同会を発展とともに全社社一丸となって業務を進めていきたいと考えています。

web 通知後の給食室の取組
☆中条中央病院 給食室

☆あやめ寮 給食室

コミュニケーションの大切さ、作業の見直し、新人ス

恒常的な効率化を目指すべく作業工程表を作成、実情

タッフの教育、全員で協力して作業にあたっていま

に合った作業振り分けも行い、空いた時間は作業を助

す。在庫管理も商品毎に表記して見やすく管理してい

け合っています。

ます。

☆ 開志上所こども園 給食室

☆ てらお愛宕の園 給食室

作業工程表、盛付方、食器の準備、アレルギー管理
表等マニュアル化し作業の効率化を図っています。

給食室内で解決できない問題について店舗運営事
業部に相談し解決しています。

令和２年度永年勤続表彰

永年勤続表彰対象者の皆様、誠におめでとうございます。
長年のご功績に心より敬意を表し、お祝い申し上げます。

今年度表彰されるのは以下の方々です 【永年勤続表彰対象者 計 24 名】
(永年勤続 20 年表彰者 計 6 名）
所属

氏名

所属

氏名

所属

氏名

店舗運営事業部

長沼 庸夫

店舗運営事業部

鈴木 栄理子

店舗運営事業部

渡邊 彰

関川愛広苑

小池 勝博

中条愛広苑

加藤 美奈子

相川愛広苑

岩崎 利枝子

(永年勤続 10 年表彰者 計 18 名)
所属

氏名

所属

氏名

所属

氏名

店舗運営事業部

宇留間 美穂

店舗運営事業部

牛膓 博英

横雲の里

時田 千恵美

尾山愛広苑

髙橋 真由美

ＣＵＰＳ

石井 裕子

中之口愛宕の園

佐々木 長子

豊浦病院･愛広苑

佐藤 幹司

豊浦病院･愛広苑

坂上 さと子

いっぷく 2 番館

林 有紀

新穂愛宕の園

髙松 聡子

遊生の森

丸山 真奈美

有徳の家

五十嵐 升

特養ぢりめき

斎藤 純子

なかかんの里

荒木 幸子

はるまちこども園

間瀬 しのぶ

スクールランチ

小林 晴美

スクールランチ

芳賀 益美

スクールランチ

星野 由衣

平成 22 年度より始まりました永年勤続表彰も 10 年が経過致しました。その間、多くの方々を表彰させて
いただきました。雇用区分の隔たりなく、皆様の多大なる貢献への感謝の気持ちをお伝えしたいとの思いから
この度各施設を訪問させていただきました。引き続き健康に留意いただき、長きに渡ってのご活躍をお祈り
致します。
また、新型コロナウイルスの影響を鑑み、佐渡への入島は遠慮させていただきました。

新 店 長 紹 介
ここでは、昨年 11 月 22 日のグループ総会以降、今年 5 月 25 日の同 web 通知までの期間に
新店長及び業務責任者へ新任または異動就任された方々を紹介致します。
部 門 名

氏名

部 門 名

氏名

部 門 名

氏名

関川愛広苑

髙橋 聡子

新潟脳外科病院

道宗 正樹

青葉台中学校

岩船 沙矢香

中条愛広苑

羽田野 慧

ウェルハート阿賀野

松井 敬久

日和山小学校

小林 由香

相川愛広苑

斎藤 和秀

燕愛宕の園

吉田 桃子

坂井輪小学校

山田 弥生

愛宕の園

東都 勇太

新潟医療福祉大学 学生寮

木暮 恭介

弥彦小学校

髙野 絵里

ケア サンホーム

梨本 麻衣子

中条中央病院

村山 安由美

弥彦中学校

山口 茜

ＳＴＥＰＳ食堂

竹森 秀樹

開志上所こども園

本間 美憂

新通小学校

岩村 麻生

松潟の園

曽根 美由紀（代理）

てらお愛宕の園

戸田 美里愛

中野山小学校

星野 珠来

中之口愛宕の園

藤井 麻依子

若草寮

唐崎 純子

七谷共同調理場

髙橋 光唯

特養サンホーム

野田 ちひろ

小阿賀ほのぼのこども園

前田 未来

―

―

デイはやどおり

瀬賀 健太郎

やはたの里

藤井 洸那

―

―
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安全衛生管理優秀施設の紹介
今年度は、食事の品質向上と安全・安心な食事提供に繋がることを前提に、衛
生管理の功績（異物混入クレームゼロ、拭き取り検査陽性反応ゼロ）と、安全な作
業に取り組んだ功績（労働災害ゼロ、備品破損報告ゼロ）を総合して金一封と賞状
を食品安全管理室より授与いたしました。今後も全社一丸となって衛生管理と安全
管理に取り組んでいきます。表彰された施設の皆様おめでとうございます。

【衛生管理及び安全管理優秀施設 ８施設】

【デイサービスセンターじゅんさい池 佐
久間店長】
金一封はスタッフの皆さんと相談して使
わせて頂きます！引き続き、安心・安全
な食事を作るために検食時の献立説明
や利用者様・施設職員様とのコミニュケ
―ションを積極的に心がけていきます。
スタッフ間での連絡･相談･確認を欠かさ
ないようにし、分からない事や、どんな小
さなことでも確認し合えるようにしていき
ます。今年度も、表彰していただけるよう
に頑張りたいです！

・新潟食料農業大学
・遊生の町
・かめだ本町の里
・新潟東デイサービスセンター
・デイサービスセンターさど
・デイサービスセンターはやどおり
・デイサービスセンターじゅんさい池
・車場デイサービスセンター

新発田ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 西棟 給食室

新規施設紹介

6 月１日より「豊浦病院」様（新発田市荒町甲）が「新発田リ

特別養護老人ホーム藤花・小阿賀 給食室
5 月 1 日より「特別養護老人ホーム藤花・小阿賀 小阿賀
ほのぼのこども園」様（新潟市秋葉区車場）の特別養護
老人ホーム藤花・小阿賀様への給食提供を開始しまし
た。現在の食数は朝・昼・夕共に 28 食程で常食、刻み食
（常食と同じ献立）、ムース食・ミキサー食（サイクルメニュ
ー）とあります。こども園の食事と共に調理するため、離
乳食やアレルギー食に使用されない食材が混在しない
よう時間差で調理を行います。施設様とのやり取りをスム
ーズに行い安心・安全な食事提供に努めて参ります。

ハビリテーション病院」として名称変更され、建物が増築さ
れました。既存の厨房と増設された病棟の厨房で給食を
調理することとなり、増築された病棟は西棟、既存の病棟
は東棟とそれぞれ呼称されます。今回は店長水嶋さんに
お話しを伺いました。西棟は最大 180 名分の患者様の食
事を提供する予定になっております。形態は、常食、刻み
食、極刻み食、ミキサー食に加え、基本的な禁食を扱い、
硬さや大きさ、味の面にこだわって調理しています。麻婆
豆腐や酢豚は中華料理店でも出せるような仕上がりにな
っています。検食を通して施設栄養士様のご要望に近付
けられるよう最新の機器に応じたレシピ集を作成し、日々
嗜好錯誤し調理しています。
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新発田市佐々木字地利目木

部門紹介

にある特別養護老人ホーム
「ぢりめき」を紹介します。井

上店長にお話を伺いました。現在、平均年齢 56.5 歳のスタッフ 7 名
で常食、一口大、刻み食、ミキサー食、ムース食、禁止食の形態で 40
食前後提供しています。ご利用者様の体調に合わせて形態、刻み方、
量を厨房内に掲示し、均一化した作業ができるようにしています。
盛付けは見た目にこだわり、美しく仕上げます。竹の子ご飯や豆腐の肉詰めなどひと手間かけた献立が人気です。
毎月提供しているご当地グルメもとても好評です。
給食室はアットホームな雰囲気でスタッフ同士、気遣いのある言葉でフォローし合って作業しています。ムード
メーカーのスタッフの安達さんはで包丁研ぎが得意で、月に 1 回すべての包丁を研いでもらっています。お蔭様
で食材を綺麗に切ることができ、料理の味が食材に染み込みやすくなっています。
異物など提供前に見つけた物は、すぐに再発防止できるよう情報を共有し安全な食事提供に繋げています。
時に失敗もありますが、翌日は新たな気持ちで仕事に向かえるようにしています。今後もスタッフ全員で協力し
て作業効率を上げて仕事に取り組んでいきます。

白身魚の
吉田うどん
（山梨県のご当地ぐるめ） コーンマヨネーズ焼き

カフェの営業再開

配膳

磨かれた包丁

新潟市北区木崎にある新潟リハビリテーション病院 1F の「カフェ・ド・
リハ」をご紹介します。19 年間、勤めている太田さんにお話を伺いまし

た。同店は 2001 年より営業を続けている喫茶店で入院患者様や外来の利用者様の憩いの場になっています。
４月下旬から 5 月末までは新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響を受け休業していましたが、6 月 1 日より 3 密（密閉、密集、密
接）への対策を施した上で営業を再開しました。病院の受付待合のオープンスペースに隣接しており、初めて
のご来店でも気軽に立ち寄って頂ける店構えとなっています。店先からご挨拶→世間話をしているうちにいつ
の間にか常連様になって頂いたお客様もいらっしゃるほか、タイミングによってはコーヒーにちょっとしたお茶菓
子をサービスしたりしています。お見舞いの都度ご利用して下さっていたお客様から「居心地良く楽しいお見舞
い生活が送れました」とハート形の風船に感謝の言葉が付いたフラワーアレンジメントを頂いたこともあります。
商品としては障害者施設のクッキーの販売等も行い、社会貢献の一助となるよう努めています。
今後も安心・安全に気をつけながら、お客様がいつでもほっと一息つけるような喫茶店を目指します。是非
お立ち寄りください。
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新型コロナウイルス対策 テレワーク編
日本政府から令和２年４月７日に発せられた「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」以来、私たちの生活は
大きく変わり、又、働き方についても大きな転換点を迎えています。
日本フードリンク、ライフプロモートでも、一部部署に関して在宅勤務（以下、テレワークとします）を実施することと
なり、対象職員の自宅及び会社側の環境構築のあと、４月下旬より順次テレワークへの移行をしていきました。
対象職員は主に事務職（パソコン操作メインで種々の職務を担当）の職員でしたので、環境構築にはおのおの
専用のパソコン類が必須でありましたが、コロナ禍ではテレワークがまさに
時代の寵児のようなもので、企業及び個人間で IT 機器の争奪戦が勃発
市場に web カメラ・マイクがない、そもそもパソコンがない…、更には自宅
⇔会社のネットワークも全国的なテレワークの集中により一時ダウンすると
いう事態も発生。苦労が絶えなかったことは記憶に新しいところです。
さて、そんな中、今回は在宅での勤務に臨んだ２社から４名の皆さん
に、テレワークを行った感想を伺って来ました。

自宅での業務は、以前子供がインフルエンザにかかった時に経験していましたので、導入はおおむねスムースに
できたと思います。それでも最初は、住み慣れたリビングで仕事に集中するのに苦労しましたが、コーヒーを飲んで
気持ちを切り替えるなど工夫をして取り組みました。
（テレワークの良い点として）通勤が無くなったことで特に朝の時間に余裕ができ、子育てと仕事の両立が上手く
できました。
小学生と保育園児の２人の子供たちは、母親の仕事をしている姿を見て何かを感じ取ったのか、気を遣ってくれて
いましたし、又、遣わせてしまったのかなという気持ちもあります。
（テレワークの難しさとして）栄養管理部は総勢７名の内６名が同時にテレワークに入りましたので、特に部署内で
のコミュニケーションの取りづらさを感じました。すぐに聞けない、気軽に聞けないことが仕事を難しくしたことは確か
でしたが、２週間に一回一堂に会する部署会議に向け、必要となるであろう情報を貯めながら取捨選択できたことは
良い経験となりました。
献立を作るという業務とテレワークは相性が良いと思いますので、あとは自分がいかにマッチングしていくかを考え
ながら、今後に繋げていきたいです。

私の家庭では父親も同時期にテレワークに入っていて、朝は 2 人で母親
を送り出すという変わった風景が見られました。通勤が無い私達 2 人の活躍
で家事も町内の清掃当番などもはかどり、普段そのほとんどをしてくれてい
る母親は大喜びしていました。
自室の勉強机での仕事は、最初は自宅ということで色々な誘惑があったり、臨時休校の為外で遊ぶ子供たちの
声や工事の音が気になったりもしましたが、休憩時間中に勉強集中動画を観て自己啓発するなどした結果、会社
のデスクに座っているのと変わらない集中力を保つことができました。
当社が給食受託している施設様の献立を作成するにあたり、施設様との連絡が必須事項である中、テレワーク
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では自分⇔会社⇔施設様という連絡経路になる事が多く、情報伝達に時間が掛かってしまったことが課題です。
このことを受けた部署会議では、依頼伝達の簡略化への意識から、各施設への伝達ツールの統一化が議題に
上がり、今後導入予定であることが収穫となりました。
テレワークが 5 月末をもって一旦終了となり、6 月から部署のみんなと一緒に働けていることがとても嬉しく、又
安心感があります。今回の経験を今後に活かすべく日々頑張っていきたいと思います。

私達ライフプロモートのカスタマーサポート課は、お客様から頂いた
食材及び業務備品を中心とした物品の注文（受注）を管理し発注
その後の出荷業務、配送業務に繋げる役割を担う部署です。
テレワークは正社員、準社員、パートの分け隔てなく、1 週間交代で
3 名ずつの職員が受注業務をメインに行っており、会社のデスクには
お客様からの問い合わせが多いことから、テレワーク部隊は受注業務に専念、在社部隊はその分多く問い合わせ
対応するなど、新たな業務分掌体制で臨んでいます。
受注業務はテレワークに向いている仕事だと思いますが、職員の中でテレワークに向いている方とそうでない方に
かなりの差が見て取れたことが意外な発見でもありました。
発注データ管理の都合上、テレワークであるのに出社を余儀なくされることが多いのが課題で、今後は完全在宅
勤務に向けた環境を整備したいと考えています。
コロナ禍の状況推移に一喜一憂することなく、又、災害等不測の事態にも備える意味でもテレワークという業務
形態の存在価値は高いと考えます。継続的かつ効果的な運用について模索を続けていきたいと思います。

テレワークに際して初めに行ったことは、会社でのいつものデスク環境を自宅の仕事スペースに再現することでし
た。パソコン、電卓、筆記用具、ハサミなどに至るまで定められた場所に置くことで、仕事のやり易さや効率性を求め
たからです。
会社のデスクトップ型に比べ、テレワーク用のノートパソコンは文字が見づらいことを予想していましたが、思ったよ
りも見やすく、快適な環境のように思えました。
とはいえ、中学生の子供が帰宅する時間になると途端に仕事ははかどらず、理由として母親の働く姿に珍しさを感
じる子供を横目に、いつも通りの数字との格闘とはいかなかったのだと後々気が付いた次第です。
主人には前々から「テレワークのススメ」を受けていて、やっと実現してよかったと言われました。実際のところ経理
という仕事柄、自宅に請求書、納品書などの機密かつ重要な書類を持ち帰ることへの抵抗はありますし、盗難紛失
への対策も充分とは言えません。今後はこれらの書類がクラウドなどにより、より
電子化し現事態に対応できるような仕組みに、社会がなっていくべきだと感じま
した。
テレワーク元年ともいえるこの状況の中、職種にとらわれない対応力が求めら
れていると感じ、自分もそうあるべきと改めて考えさせられた昨今です。
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第６８回目
サブタイトル 「 とても有能。これだけあれば何とかなる(言い過ぎ) の巻」
７月です。コロナウイルス禍でのマスク生活がつづいております。マスクにより熱中症の
リスクが高くなりますので「新しい生活様式における熱中症予防行動のポイント」を踏ま
え「無理をせず」「水分・塩分を補給し」「体調管理に気を配って」夏を乗り切りましょう。
設備事業部
さて今回は「アルミホイル」です。
大伍 宏昭

何はともあれやってみる。
アルミホイルとは？ アルミニウムのホイル(foil＝箔)です。アルミ箔と呼ばれます。
<包丁の切れ味が悪い> 注)時間があるときは通常通り研いでください
とても簡単。アルミホイルを軽く丸める → 包丁で切る → 一時的に切れ味復活！
アルミホイルの破片が出ます。異物混入にならないようにご注意ください。
ハサミにも応用可
畳んだアルミホイルを
切るだけ
<ステンレスのシミ・水アカが汚く見える>

Ａ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ＝水滴のシミがあり、中性洗剤で洗っても落ちない
Ｂ＝Ａの右半分をアルミホイルとクレンザーで擦ってみた
Ｃ＝Ｂを洗い流したところ。一見キレイに見えるが曇る
Ｄ＝Ｃの左半分をアルミホイルと水で擦る。鏡面を維持
「結論」クレンザーを使用しない方が良い

丸めたアルミホイルで擦ることに抵抗がある方は丸めずに水を付けて擦ってみてください
お風呂鏡のウロコ状水アカにも。
丸めて擦っても大丈夫です
(鏡はクレンザー使用不可)
アルミ鍋も擦ってみた。コゲが頑固だったので、アルミホイル＋クレンザー使用

↑塗装面は剥げるので擦らない方が良いです
<おまけ> ｢新潟市 ごみ分別百科事典｣ Ｑ＆Ａより。｢アルミ箔｣は何ゴミですか？→｢燃やすごみ｣ です。
新潟市ではアルミ容器（うどん･グラタンなどの簡易容器）も「燃やすごみ」ですが、他市区町村ではアルミ箔が｢燃やせ
ないごみ｣の場合があります。ごみ収集に出す時は、お住まいの自治体や収集事業者の分別に従って下さい。

それでは、また次回
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★出産おめでとう★
≪林 有紀 （いっぷく 2 番館 給食室） 4 月 13 日
愛翔(まなと)君 （第 2 子）誕生≫

林家に可愛い男の子が産まれてきてくれました。
長女もとても喜んでいます。これから家族４人で幸せな家庭を築いて
いきたいです。

★誕生おめでとう★
≪岩村 麻生 （新通小学校 給食室） 4 月 10 日 芽郁(めい)ちゃん
（第 3 子）誕生≫

兄弟仲良く元気に育ってね！！生まれてきてくれて本当にあり
がとう！！
素敵な年になりますように。

★職場復帰おめでとう★
≪須貝 絵美 （経理財務部）

6 月 1 日復帰≫

泣きながら保育園に行き、帰るとくっつき虫の息子に癒され
励まされながら頑張っています。ご迷惑をおかけするかも
しれませんが宜しくお願い致します。

【編集後記】
●新卒採用 会社説明会
2021 年卒向けの新卒採用活動の一環として、5 月 30 日（土）に新潟日報メディアシップにて、
会社説明会を開催致しました。新型コロナウイルスの流行に配慮し、県外在住の学生は WEB 参加、
県内在住の学生は直接来場という形で実施致しました。当日は入社２～4 年目の先輩社員 5 名が参加
し、日頃自分たちが担当している業務を学生へ説明してもらいました。座談会では学生からの質問に
答えつつ、時には雑談を交えて盛り上がる様子が印象的でした。

広報誌ふーどりんく
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