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新年度を迎えるにあたって
東日本大震災に遭われた多くの方々へ、謹んでお見舞い申し上げます。
新潟県でも中越地震、中越沖地震、古くは昭和３９年の新潟地震と、
３つの大規模な地震がありました。私は新潟地震の時は小学生でしたが、
不便な生活を体験しました。また平成１６年には、後に甚大被害に指定
された三条市を中心とした ７・１３水害もありました。五十嵐川、刈谷
田川等が決壊し、町中に大水の被害が広がりました。当社が日頃給食業
務でお世話になっている施設も浸水被害に遭ったと知り、急いで利用者

代表取締役
後藤 孝之

様の食事を用意しました。そして私たちは食事を入れたパレットを皆で
頭に乗せ、首まで泥水につかりながら(普段であれば、国道から車で１０分もあれば到着する
場所まで)４時間以上かけて歩き、ようやくたどり着きました。その時待っておられた皆さん
の喜ばれるお姿を見て、「危険を冒してもお届けできた喜び」を味わうことができました。
しかしながら現在被災されている方々の、「今まで当たり前にできたことができなくなる」
ストレスは、いかばかりのものでしょう。

今回は地震被害のみならず、津波、停電、火災、そして放射能被害の拡大が深刻です。特
に健康に影響がある飲料水、農作物から放射性物質の検出で、摂取制限や出荷停止等、長期
に亘り対策が必要と思われます。
食品産業においては、これとは別に基本的な食料である糖類、精穀・製粉、油脂、パン、
麺類の調達コストが上昇。今年は、原材料調達が困難または高騰が明確となると予想されま
す。そのため「川上の情報」と「連携の強化」を図る１年にしたいと考えています。

まさに、
だ ん
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り
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じょう

≪欲望や執着(不要・不適) を捨てて、原点に帰る≫
しょう
≪足るを知る心でいると、

知足常勝

常に明るく楽しく感謝の気持ちになる≫

目指すは、「あてにしない」姿勢……。自分がこの状況をどうするかと考える時、他人を
あてにしない姿勢。そうすると度量が広がり人間関係が良くなり、自分も強くなります。
絆を強くして専門性を強化(勉強する会社に)し、勝ち組として生き残りたいと思います。

本部 （西堀事務所）
西堀事務所）

部門紹介

今回は、新潟市中央区西堀の本部を紹介いたします。所在地付近は、白山神社、愛宕神社、神明宮
等の神社があります。また西堀通は古くから “寺町” と呼ばれているように、多くのお寺があり、本部も
瑞光寺というお寺の参道に面しています。
本部は「事業管理部」という会社のコントロールセンターであり、正確で迅速な情報発信・受信と円滑な
コミュニケーションの推進に心がけています。 社長を中心として、下記スタッフが在籍しています。

商品開発室

営業推進・店舗事業部
法人施設様、官公庁、取引業者等への
交渉、調整、まとめ、契約等。また当社
各部門スタッフへの調整・提案・共有・
ヒアリング他の仕事を行っています。
（日中は客先か給食室等に入っていて
書類作成のため朝または夕方事務所

姉崎室長
に詰める日もあります）

加藤参与
有名ホテルのレストランコック
長であった前職の経験を活
かし、〔安全・安心〕な食材を
基本に、〔美味しく、楽しい食
事〕の提案・提供を行ってい
ます。最近では、「洋食フルコ
ース」を提供し、高齢者の方
に大変喜んで頂きました。

近藤部長

田村ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

冨樫ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞ-

経理財務部

山崎部長

影山次長

後藤ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ

総務人事部

会社全体の経

会社全体の総務・人事・労務全般 ≪労働契約締結、

理業務を行っ

新卒者及び中途採用対応、各種証明書発行、冠婚葬

ています。

祭、給与計算、勤怠管理、官公庁（社保、職安、労基

会社取引を数

署、市役所、保健所等）への各種書類作成、法改正

値 化 す る 。会

対応、福利厚生（ﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ、ｾｸﾊﾗ予防、ﾊｯﾋﾟｰﾊﾟｰﾄﾅ

社の資金を管

ｰ企業促進等）、社内環境整備（ｸｰﾙﾋﾞｽﾞ、備品対応）

理 す る 。会 社

等≫ を行っています
広報誌も、総務人事部で編集しています。

吉瀬常務
の現状把握や
将来を計画す

（事業管理部長及び
食品安全管理室長兼務）

る 。事 務 処理
を行いつつ経
営分析と経理
面からの改善
策 を模 索 し な

佐藤
がら仕事を し
ています。

桑原

大宮

塚田
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古俣

３月に入社した佐藤
です。皆様、よろしく
お願いいたします。

株式会社アグリライフ 設立のお知らせ

本年４月に、農業生産法人 株式会社アグリライフを設立いたしました。昨年１１月の全体会議及び
本年１月１日発行の本誌（第１５号）表紙でも社長より、「当社の新しい挑戦として『６次産業』を目指し、
農業法人を設立します」と予告されていました。当社・後藤社長が、代表取締役として設立された会社で
す。２０代男性２名で活動を開始いたしました。
以下に、新会社をご紹介いたします。
本

社／新潟市中央区西堀通３－７９１（㈱日本フードリンク内）

生産地／新潟市江南区大渕（当社セントラルキッチンより車で約１０分）
生産作物／米（内４０％は減農薬、減科学肥料の特別栽培米）、ニンジン、キャベツ、スイートコーン
きたはた

ひでひこ

スタッフ／北畑 秀彦 （新潟市東区出身、２９歳）
ご と う

りょうすけ

後藤 竜佑 （新潟市江南区出身、２３歳）

≪メンバー紹介≫
北畑 秀彦

後藤 竜佑

アップルスポーツカレッジ卒業

新潟県農業大学校卒業後、
約１年半アメリカで農業研修を
体験

非農家出身で農業未経験
ですが、酪農を通して農業
に興味を持ち、法人設立を機に就農しま

昨年７月末まで江南区の農業生産法人
エーエフカガヤキで研修を受けながら、

した。
現在は農業の栽培技術、農業経営に

休日返上で㈱アグリライフ設立のための
活動を行ってきました。

ついて実務を通しながら勉強中です。

【㈱アグリライフからのごあいさつ】
みなさん、はじめまして！ アグリライフの北畑秀彦と後藤竜佑です。技術・経験ともにまだまだ未熟
ですが、新潟の農業を発展させる一助になるよう頑張ってまいります。
自然環境に配慮した栽培方法を現在も行っていますが、今後はさらに自然環境にやさしい栽培方法
（有機栽培、自然栽培）に取り組んでいきたいと考えています。
また今後、農業ボランティア及び農業体験者等を募集していく予定です。
お友達等お誘い合わせの上、ご参加下さい。詳細は、追ってご連絡いたします。
皆様のご支援のほど、よろしくお願いいたします！
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新入社員入社式、新入社員研修

トピックス
平成２３年度新入社員入社式及び第一日目の新入社員研修が４月１日(金) に、
第二日目の新入社員研修が４日(月) にセントラルキッチン研修室で行われました。

≪ 新入社員紹介 ≫（順不同）
さとう

なるみ

佐藤 也美 [食品安全管理室 配属]
とおやま つばさ

遠山 翼 [新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 給食室 配属]
く ぼ

なつみ

久保 夏美 [新津医療ｾﾝﾀｰ病院 給食室 配属]
こみやま

な お

小宮山 奈央 [いっぷく 給食室 配属]
ましま

み ほ こ

真島 美保子 [特養サンホーム 給食室 配属]
つちだ

ゆ き こ

土田 友紀子 [てまり総合ｹｱｾﾝﾀｰ 給食室 配属]
きむら

入社式は、社長よりお言葉をいただき、辞令交付、

もとこ

木村 情子 [相川愛広苑 給食室 配属]
う さ み

まなみ

新入社員自己紹介と続き、上司及び来賓の方から祝

宇佐美 愛美 [新穂愛宕の園 給食室 配属]

辞を頂戴しました。その後入社手続きの説明と続き、

神田 由香里 [新星学園 給食室 配属]

かんだ

ゆ か り

昼食は懇親会として当社セントラルキッチンで調理
された食事を囲み、しばし歓談の時をもちました。

午後からは新入社員研修の一日目として、会社概要・組織・規定等の説明を受けて終了です。

４日の新入社員研修二日目は、衛生講習として食品安全管理室スタッフから衛生の基本を学びました。
続いて、食事形態について近藤部長からのお話です。
昼食をはさみ午後からは、外部
講師をお招きして「社会人としての
自覚・心構え、ビジネスマナー」 を
受講しました。

社会人のスタートラインに立つ新入社員の皆さんは、一つひとつのカリキュラムで学ぶ知識をノートに記入し
見直し確認していました。一日も早く職場に溶け込み、頼りにされる社員になってほしいと思います。
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学校給食センター合同入社式

トピックス
平成２３年４月より当社運営部門に、「黒埼学校給食センター」及び「潟東学校給食センター」が
新たに加わりました。「新潟市中学校給食(セントラルキッチン)」及び「新津西部学校給食センター」
と４部門の合同入社式が、３月２６日(土) にセントラルキッチン研修室で行われました。

社長のお言葉

≪各部門責任者紹介と挨拶≫

辞令交付

小熊業務責任者
（新潟市中学校給食(CK)）

大島業務責任者
（新津西部学校給食ｾﾝﾀｰ）

塚田業務責任者
（黒埼学校給食ｾﾝﾀｰ）

伊藤業務責任者
（潟東学校給食ｾﾝﾀｰ）

入社式後の懇親会

お知らせ！
〔有徳の家〕
〔てまり総合ケアセンター〕
〔新星学園〕
〔黒埼学校給食センター〕
〔潟東学校給食センター〕

平成２３年４月１日、新たに５部門が
新規オープンいたしました。

当社の新しい仲間がたくさん増えました。
広報誌で今後各部門を順次ご紹介します。

スタッフ一丸
スタッフ一丸となって
一丸となって、
となって、
「安全・
安全・安心・おいしい
安心・おいしい給食
・おいしい給食」
給食」を
これまでも、
これまでも、これからも…
これからも…。
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第１３回目
サブタイトル 「検品に使用している温度計。の巻」
さぁ新年度。変わる(変える)には絶好のタイミング！お正月にも同じような事を
言って変えられなかった事を変えていこうかと考えています。
さて、この連載も 3 年目に突入です。そこでタイトルの色をリニューアル…。些細
な変化も何かのきっかけになればと祈りを込めて心機一転。変化は進化です。

ＣＫ総務担当
大伍 宏昭

「なぜ触れずに温度を測れるの？」

非接触式の温度計ですが、正式には「赤外線放射温度計」といいます。
<測定原理>
すべての物体は、その温度に応じて赤外線を放射します。放射エネルギー
の量を計測する事で、物体の温度を判断する事が可能になります。
<赤外線とは？>
赤外線は、光（電磁波）の一種であり、簡単に空気を通過する一方、個体に
吸収されやすいという性質を持っています。赤外線を検知できる放射温度計を
使えば、気温や測定距離に関係なく、正確な計測が可能です。
一部の機種では、温度計の先から赤い光が出ます。これはレーザー光線で、何処を測定
しているかのマーカー(目印)として照射されているものです。その光で測定している訳では
ありません。 ※レーザー光線ですので光が直接目に入ると失明や視力低下の恐れがあり
ます。覗きこまないようご注意下さい。(鏡や鏡面処理された物体からの反射光にも十分ご注
意下さい)
<放射率について>
物体は、すべて見えない赤外線エネルギーを放射しています。放射されるエネルギーの
量は、物体の温度や赤外線エネルギーを放射する能力に比例します。赤外線能力は、放射
率と呼ばれており、物体の組成と表面の状態によって変わります。放射率は、
0.10 から 1.00 の間で変化し、黒色で非常に放射率の高い物体が 1.00 になり
ます。
給食室で使用されている、ほとんどの放射温度計は放射率が 0.95 固定と
なっています(一般的な用途の 90％をカバー)
<正しく測定するには>
測定する物体の表面が霜などで覆われている場合は、拭いてください。また、測定する物
体の表面が光を強く反射する場合は反射しない場所を選ぶなど工夫して下さい。
<温度が正しく表示されていない？>
不正確な測定値を示している可能性がある場合は、先端部をチェックして下
さい。結露や細かい塵などがセンサーを遮っている可能性があります。
※チェックする際、謝ってトリガーを引く(ボタンを押す)などして、レーザー光線
がでる場合があります。ご注意下さい。

それでは、また次回
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こんにちは

ライフプロモート です！

情報ページ
情報ページ（
ページ（第６回）
≪担当／中嶋≫

新茶の
新茶の時期～
時期～八十八夜
「新茶」は、その年の最初に生育した新芽を摘み採ってつくったお茶で「さわやかな香り」と「旨味」
が特長となります。茶樹は、冬の間に養分を蓄え、春の芽生えとともにその栄養分を多く含んだみずみ
ずしい若葉を成長させます。立春から数えて８８日目の日を「八十八夜」といい、昔から「八十八夜」
に摘み採られたお茶を飲むと「一年間、無病息災で元気に過ごせる」と言い伝えられています。
新茶は「二番茶」「三番茶」に比べ苦渋さが少なく、旨み、甘みの成分であるアミノ酸（テアニン）
が多い傾向にあります。「八十八夜」は昔からお茶を摘み始める時期で「おいしい新茶」
と言われています。
新茶は、四季の変化に富む日本の風物としても楽しんでいただけます。普段あまり
お茶を飲まない方も、一年に一回の「日本の風物」を楽しんでいただければと思います。

「掛川深蒸し
掛川深蒸し 新茶 ＜季節限定＞」
季節限定＞」
静岡県掛川は、日照時間が長く、茶葉に豊富なカテキンやテアニンを含みます。
摘み取られたばかりの生の茶葉を長時間蒸して飲みやすくしたのが「深蒸し茶」
です。蒸し時間を長くすることで、茶葉は細かくなり旨味が引き出され「深蒸し茶」
ならではの「濁り」が生じます。通常では溶け出さない茶葉の栄養成分まで飲める
のが最大の特長です。濃厚で甘く深い味わいをお楽しみ下さい。

◆ご予約承ります
予約承ります 「掛川深蒸し
掛川深蒸し 新茶」
新茶」 【丸山製茶】
丸山製茶】 各種 限定 100 個
「静岡の
税込】 （お渡し日 5/5 頃より）
より）
静岡の風 100ｇ」
100ｇ」 1,260 円 → 価格 1,000 円 【税込】
「静岡の
静岡の霧 100ｇ」
100ｇ」 1,050 円 → 価格

800 円 【税込】
税込】 （お渡し日 5/8 頃より）
より）

「静岡の
静岡の花 100ｇ」
100ｇ」

600 円 【税込】
税込】 （お渡し日 5/12 頃より）
より）

840 円 → 価格

※天候等により、お渡し日が変更になる場合がございます。

【お問合せ・お
問合せ・お申込
せ・お申込み
申込み先】

株式会社 ライフプロモート
TEL ０２５－
０２５－２５７－
２５７－０７００
FAX ０２５－
０２５－２５７－
２５７－０７０７

静岡の
静岡の風

静岡の
静岡の霧

静岡の
静岡の花
－7－

『ピークカット１５
ピークカット１５％
１５％大作戦』
大作戦』への取
への取り組み
新潟県より今後大規模な計画停電の実施をできる限り避けるため、「ピークカット 15％大作戦」の
実施が呼びかけられました。
◆第１回／平成２３年４月１３日(水) １７：００～１９：００
◆第２回／同年４月２７日(水) １８：００～２０：００ の節電。
そこで当社も、食事を召し上がっていただく利用者様にご不便がかからない場所
(方法)で最大限協力し、上記２日とも節電対策を行いました。
４月１３日は、本部（西堀事務所、ＣＫ事務所）の勤務時間を ８：００～１７：００ と通常よりも
１時間繰り上げ、２日間とも「ノー残業デー」にしました。
また各部門では夕食の配膳、下膳、洗浄等の時間に当たるため、できる範囲の節電を心がけました。
①休憩室における暖房の設定温度を１度下げる。
②不要な照明は消灯し、必要最小限にする。
③換気扇の稼働を必要最小限にする等の節電。
家庭生活においても、全フタッフに節電協力をお願いしました。
①暖房の設定温度を１度下げる。 ②不要な照明は消灯し必要最小限にする。
③電気洗濯機・乾燥機・電気掃除機等、熱やモーターを使う機器は大量の電力を
消費するため使わない。 ④パソコンはできるだけ使わない。
⑤未使用電気機器のコンセントを抜き、待機電力を減らす。
当社はこれまでも ≪地球温暖化≫ にストップをかける新潟県・県民運動「チーム・マイナス６％ in
にいがた」に賛同し、毎年６月～９月の間 ≪クールビズ≫ を行ってきました。そして今回は節電協力。
一人にとっては小さな節電でも、大勢で協力し合えば思わぬ大きな力になることを信じています。
今後特定の日以外でも、職場で家庭で上記のような節電をお互いに心がけて参りましょう。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

ホームページをリニューアルします!!
食の安全と健康をテーマにサイトをリニューアル！

ブログでイベント・行事などを
できる限り紹介します。

企業情報・事業紹介はもちろん、採用
情報も随時掲載。

広報誌のバックナン
バーも掲載します!

http://www.j-foodrink.co.jp/

広報誌ふーどりんく

〔発行日〕 平成２３年５月１日 （奇数月発行）
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