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平成２５年度 第一回全体会議開催
当社は平成２５年度（第２８期）が５月１日より始まり、第一回全体
会議が５月１５日（水）に開催されました。
当社全部門の責任者（店長、業務責任者）、本部スタッフ等総勢
７０名以上の会議です。
冒頭社長より、年度方針が発表されました。物価の上昇など経済
の動きや時代の流れが大きく変わる年になると予想されるため、 よく
見て判断していきたいという方針に沿って、具体策が打ち出されました。
次に１０年超勤務者に対して 「永年勤続表彰」 が行われ、山王苑にいがたの阿部店長が
代表して、目録と御祝金を授与されました。
続いて衛生管理優秀給食室の表彰、本部上長およびスタッフ
各店長・業務責任者から、前年度報告と今年度の目標が発表されました。

午後からは、食品安全管理室より衛生講習。 ㈱ライフプロモートより 「今後の食材の動向について」 が発信
されました。

当社が加入している団体の年次総会が開催され、出席した社長より報告がありました。（公益社団法人日本メディ
カル給食協会および公益社団法人日本給食サービス協会）
日本メディカル給食協会は、会員が２０７社、協賛企業が３７社（患者給食受託責任者資格認定者数３５,４７０人）。
日本給食サービス協会は、会員が２１９社、協賛企業が８１社（従業員数２７６万人（平成２２年比２.４万人増））となっ
ています。（いずれも平成２５年３月末現在）
日本メディカル給食協会では、受託施設／病院３,６５０ヶ所、診療所１,１８２ヶ所、介護老人保健施設１,７７３ヶ所、
特別養護老人ホーム５,７４４ヶ所 計１２,３４９ヶ所（ベッド数１１６万床）。日本給食サービス協会では、１日当りの提供
食数８７３万食（給食／事業所 37％、学校 34％、病院 26％、保育所 3％。平成２４年６月時点）。と報告されました。
お客様に満足していただくためには、内部充実だけでなく外部協力や情報収集も大切になってきます。今後も初
心を忘れず努力して参ります。

衛生管理優秀賞他、受賞部門紹介

トピックス

当社は、県内に６０以上の部門があります。その各部門が安全な衛生を維持できている理由は、
のっと

基本ルールに 則 り自社の自主衛生検査および外部検査機関の定期検査を行うことで、店長・業務
責任者を中心に全スタッフが高い衛生意識で「安全・安心」な職場環境を毎日整えているからです。
全体会議で優秀な部門が表彰され、表彰状と金一封、品物等が贈られました。

※順不同
★衛生管理優秀賞
関川愛広苑

愛広苑壱番館

ケアハウスせきかわ

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさど

横雲の里

いっぷく２番館

デイ・ショートなかの

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ大潟

松潟の園

有徳の家

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ三和愛宕の園

健進館

巻愛宕の園

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰはやどおり

ＣＵＰＳ

かめだ早通の里

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰうすい

中条愛広苑

かもしか病院

新潟ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

豊浦愛宕の園

新井愛広苑

三和愛宕の園

豊浦病院・愛広苑

ソフィア輝

尾山愛広苑

上吉野愛宕の園

ケアハウスサンホーム

リバーサイド輝

相川愛広苑

中之口愛宕の園

太陽の村／はまかぜ

サンパレス輝

愛宕の園

特養サンホーム

てまり総合ケアセンター

ケアハウス新井

いっぷく

山王苑にいがた

麦っ子ワークス

ケアセンターカナン

遊生の森

すずまり

潟東学校給食センター

ひだまり保育園

すばらしい

★清掃管理優秀賞

★報連相優秀賞
新津医療センター病院

新穂愛宕の園

ＪＷＳＣ

ＳＴＥＰ

聖豊はすがた園

新潟医療福祉大学第三厚生棟食堂／カムフレンズ

★衛生管理がんばったで賞
セントラルキッチン（スクールランチ）

新津西部学校給食センター

黒埼病院

セントラルキッチン（クックチル）

黒埼学校給食センター

新星学園

このほか新しくオープンした部門も、それぞれ衛生管理を
しっかり守る確かな信用を築きながら、ご利用者様に安心して
喜んでいただける食事の提供を毎日行っています。
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永年勤続表彰者紹介

トピックス

勤続１０年以上にわたり各部門で頑張ってこられた従業員の方を祝して、
全体会議で永年勤続表彰が行われました。１６名には御祝金が授与されました。
★永年勤続表彰者 １６名紹介（順不同。
（ ）内は勤務部門および雇用形態）
井上 真理子 （中条愛広苑、社員）

上村 弘美 （ＳＴＥＰ、社員）

横山 恵子 （中条愛広苑、社員）

鈴木 しのぶ （ＳＴＥＰ、社員）

阿部 利美 （山王苑にいがた、社員）

渡邊 美也子 （関川愛広苑、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

渡辺 潔 （ケアせきかわ、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

井浦 一美 （尾山愛広苑、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

藤田 由紀 （三和愛宕の園、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

山城 藍子 （デイさど、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

新道 徹 （食品加工事業部スクールランチ、社員）

渋谷 小夜子 （横雲の里、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ）

堀澤 龍太 （食品加工事業部クックチル、社員）

塚田 克彦 （総務人事部、社員）

野﨑 あかね （店舗事業部 献立室、社員）

影山 滋 （店舗事業部、社員）

★コメント 表彰者代表／阿部 利美
私が１０年勤務できたのは、①上司に恵まれたこと、②何でも相談できる
同僚がいてくれたこと。 そして、③好きな職業だったこと…だと思います。
これからも健康管理に気をつけて頑張りたいと思います。

交通事故防止のためのセミナー

トピックス

６月１７日(月)に、「交通事故防止のためのセミナー」 が開催されました。
受講してきましたので内容をお伝えいたします。
誰もが運転している限り無事故ですごしたいものですが、交通事故を起こしてしまうと
ばいしょう

相手への賠償や自分の損害（危険運転で死なせてしまった場合は交通刑務所行き含む）
など様々な損害が発生します。

〔刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任〕

目は運転中、多くの情報を得ようとして普段の２５倍も使うそうです。そういえば
長距離運転の後は、とても目が疲れています。 目が正しい情報を得る（認知）こと
で、正しい判断や操作へつながります。
注目したのは、 人間は主観で物を見ている ということです。同じ場面でも、人それぞれ違うものに目（意識）を
しょうてん

向けている。また見ようとする物一つずつ焦点を合わせているため、一度に多くは見られないそうです。
事故の原因は、「あせる、イライラする、ぼけっとする、うっかりする、ほっとする」 など…。
大切なことは、怒っている時に 「イライラしている」 と自覚できるかどうか。 とても難しいこ
とですが、「今私はイライラしている」 と分かった時点で冷静になれるとのこと。そのように、
自分の意識に目を向けるようになりたいと感じました。
ストレスが交通事故の原因になるケースが多いということで、防止策としては、「睡眠をしっかりとる」、「笑う」 の
２つを教わりました。自分の生活リズムに合った方法で、良い眠りを心がけたいと思います。
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トピックス

平成２５年度 全国安全週間実施

本日(７月１日) から７日まで、全国安全週間です。今年のスローガンは、

高めよう 一人ひとりの安全意識 みんなの力でゼロ災害
（厚生労働省・中央労働災害防止協会 主唱）
労働災害防止活動の大切さを再認識して、今より更に安全に働ける職場環境づくりを積極的に
進めましょう。
かか

そのためにはスローガンに掲げられているように、一人ひとりの安全意識が重要です。
店長(及び業務責任者) に任せきりにするのではなく、スタッフ全員で
機械設備の安全基準や作業手順を徹底的に守るチームワークが必要です。
改めて、みんなで労働災害ゼロ企業を目指しましょう。

指差し確認

トピックス

㈱アグリライフ情報

㈱アグリライフの田植えが、今年も５月中旬に行われました。これから手間ひまかけて安全
でおいしいお米の収穫を完了するまで大切に扱います。
６月中旬

また玉ねぎ、里芋、トマト、キュウリ、ナス、ピーマン、ニンジン、キャベツ、小松菜、
（メロン
及びスイカは栽培研究中）等、畑の準備も着々と計画通りに進めています。
夏から秋にかけて、当社スタッフが農作業を通し作物の生産過程の理解を深める「食育研修」が
スタートします。循環型農業のサイクルを、実際に見て働いて体験を重ねることで、今までより更に
真心を込めた調理作業ができることを目的として始まります。

右は、ビニール
ハウスで トマト、
キュウリを栽培

右は、初年度の写真
左から、スイートコーン畑
ニンジン畑、
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第２６回目
サブタイトル 「 えっ！抗菌なのにカビがっ…をハッキリさせよう！ の巻 」
７月です。かなり日が長くなり、気温も上がっていきます。7 月下旬〜8 月上旬に
熱中症が多発する傾向にあるようです。汗をかいたら水分補給。塩分補給もお忘れ
なく。運動される方は疲労の予防に糖分補給も重要です。
(株)ライフプロモート
さて、今回は「菌の用語」についてです。
大伍 宏昭

この商品は 滅菌? 殺菌? 消毒? 除菌? 抗菌? 減菌?
日本石鹸洗剤工業会「石けん洗剤の基礎」で解説されていました。概念については以下の通りです。
カビ・黒ずみ・ヌメリは対象外で抗菌と謳えるなど、言葉から受けるイメージとズレるところがあります。
■滅菌

■殺菌

■消毒

■除菌

■抗菌

■減菌

「滅」とは「全滅」の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対応、
ということになります。つまり、すべての菌（微生物やウイルスなど）を、死滅させ除去す
ることで、日本薬局方では微生物の生存する確率が 100 万分の 1 以下になることをも
って、滅菌と定義しています。 しかし、これは現実的には、人体ではあり得ない状況
（たとえばヒトの手を滅菌するには、人体の細胞ごと殺さなければならないことになる）
で、器具などの菌に対しての用語だと考えられています。
文字通り「菌を殺す」ということを指しています。細菌を死滅させる、という意味です
が、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいません。このため、その一部を
殺しただけでも殺菌といえる、と解されており、厳密にはこの用語を使う場合は、有効性
を保証したものではない、ともいえます。また、この「殺菌」という表現は、薬事法の対象
となる消毒薬などの「医薬品」や、薬用石けんなどの「医薬部外品」で使うことはできま
すが、洗剤や漂白剤などの「雑貨品」については、使用できないことになっています。
物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害
のない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させる
こと、をいいます。 消毒も殺菌も、薬事法の用語です。一般に「消毒殺菌」という慣用
語が使われることもあり、消毒の手段として殺菌が行なわれることもあります。ただし、
病原性をなくする方法としては殺菌以外にもあるので、滅菌とも殺菌とも違うという意味
で、使い分けがされています。
物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度
を高めることをいう、とされています。これは、学術的な専門用語としてはあまり使われ
ていない言葉ですが、法律上では食品衛生法の省令で 「ろ過等により、原水等に由来
して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されて
います。 いろいろな商品で、この性能を訴求する商品もたくさん出てきており、除菌の
方法も洗浄やろ過など、各分野でさまざまな意味づけが行なわれたり、それぞれ程度
の範囲を示している、と考えられます。たとえば、洗剤・石けん公正取引協議会が定義
する除菌とは、「物理的、化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能
な細菌の数（生菌数）を、有効数減少させること」で、この細菌にはカビや酵母などの真
菌類は含まれません。
これも、近頃では幅広い商品に謳われるようになりましたが、「抗菌」とは「菌の繁殖を
防止する」という意味です。経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしていま
す。JIS 規格でその試験法を規定していますが、抗菌仕様製品では、カビ、黒ずみ、ヌ
メリは効果の対象外とされています。菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止す
るわけですが、これも対象やその程度を含まない概念です。
微生物を特に限定せずその量を減少させる、という意味で、「消毒」と同じように器具・
用具などについて使われることがあります。
一部の菌を死滅させても「殺菌」、一部の菌の繁殖を抑えても「抗菌」です。
言葉のイメージに惑わされず正しく理解して商品を使用しましょう。

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（第１９回）
≪担当／今回は星野≫

当社、移転します。
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびサービス業務をより一層の強化・充実を図るため本社事務所及び倉庫を下記の
通り移転することになりました。
これを機にさらに皆様方のご愛顧を得られますよう専心努力致す所存でございますので、今後
ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
お近くにお越しの際は是非お立ち寄り下さい。

敬具

記
移 転 先

〒９５０‐０８０１
新潟市東区津島屋６丁目９９‐１

電話番号

０２５‐２７９‐０７００

ＦＡＸ番号

０２５‐２７９‐０７０７

業務開始日

平成２５年７月８日（月）

編集委員も見学に行きました。
冷凍庫の大きさにびっくりです。

新しい冷凍庫

事務所は２階、右階段から
正面と左棟が倉庫

冷蔵庫、左手ドア奥には
冷凍庫を配置
㈱日本フードリンク第一営業部
も同じ建屋に入ります

次号は、㈱日本フードリンク第一営業部の
ご紹介を予定しています。お楽しみに！
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★出産おめでとう★
≪臼杵 照恵 （山王苑にいがた）
４月１１日 秀吉（ひでよし）君

お姉ちゃん
お兄ちゃんと
みんなで仲良く！
ほのぼの〜

（第３子）誕生≫

４月に３人目となる男の子が誕生しました。姉弟仲良く、
スクスクと成長しています。わが家は、ますますにぎやかです。
ありがとうございます。
≪内山 直子 （豊浦病院・愛広苑）

４月１３日

夏海（なつみ）君 （第１子）誕生≫

ああ、泣いちゃった
初出産で不安は大きかったけれど、安産でした。
（泣いてもカワイイ）
無事に産まれてきてくれて、ほっとしました。
未熟なお母さんだけど、一緒に成長していきたいと思います。

≪谷澤 聖子 （リバーサイド輝）

４月１３日

凛那（りな）ちゃん （第２子）誕生≫

無事に産まれ、忙しくもあり楽しい毎日です。
姉妹仲良く元気に育ってほしい！

ウインク！

★誕生おめでとう★
≪岩村 麻生 （亀田学校給食センター）
３月２３日 琉生（るい）君 （第１子）誕生≫

元気！

３月２３日に男の子が誕生しました。
予定より早く生まれましたが元気に育っています。
健康で活発に育ってほしいです。
≪井上 晃 （尾山愛広苑）
る

４月１６日

瑠花（るか）ちゃん （第１子）誕生≫

元気よ！

か

はじめまして、瑠花といいます。３,４６０g で産まれ
ました。ミルクをいっぱい飲んで、元気に育って下さい。
≪島垣 亮 （新津西部学校給食センター）

４月２２日 春真（はるま）君 （第１子）誕生≫
パパとママを

４月２２日に第１子が無事誕生しました。
見ているの？
初めての子育てで悩む事も多く大変ですが、共に成長し
楽しんでいきたいと思います。
≪小林 大悟 （ＣＫスクールランチ業務責任者）
（第１子）誕生≫

５月３日

楽空（らく）君
楽しくね！

人生楽しく生きてほしいという願いを込めて、楽空という
いく
名前をつけました。 育メン 目指してがんばります。
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★結婚おめでとう★
≪池田 準 （愛広苑壱番館）

６月２日挙式≫

７年間の交際を経て、無事に結婚することができました。
相手が年上なので尻にしかれながら二人で力を合わせて
これからの人生を生きていこうと思います。

節電のお願い

トピックス

一昨年の東京電力㈱ 福島第一原発事故以後、社会的に節電意識が高まってきています。家電品や寝具等
でも新たに工夫された商品が多く出回るようになりました。
今年も夏がやってきました。体調維持を心がけながら、必要ない場所の消灯や冷蔵庫内の食材を減らす等
の小さな節電の積み重ねを皆さんで行いましょう。
昨年は多くの皆さんと節電協力をした結果、新潟県は計画停電をせずにすみました。
今年の夏も、一人ひとりの小さな節電努力の積み重ねで、計画停電を回避しましょう。
ただし、毎年もお願いしていますが

厨房は夏場３０℃以上（火気付近は４０℃以上） に
なる場合があります。
熱中症にならないよう、必ずこまめに水分と塩分の
補給を行ってください。

【編集後記】
本誌掲載の 「出産または誕生おめでとう」 のコーナーは、作り手としても毎号楽しみです。
どの赤ちゃんも愛らしく元気で、見ているだけで笑顔にさせてもらえます。
今年誕生した赤ちゃんは２０１３年生まれ。この皆さんが８８歳になる頃には、２２世紀を迎えています。
ドラえもん は２２世紀からやって来た猫型ロボットという設定ですが、遠い夢の話ではなくなりました。
（ちなみに漫画ドラえもんが連載開始の頃は、２１世紀からやって来た ロボットでした。〔途中で設定変更〕）
２２世紀になった時、地球はどうなっているでしょう。原発は？ 大気汚染は？ 温暖化は？ 食の安全は？
自然現象よりも、人間の考え方の方が強く未来の方向性を決めてしまうケースが多いのも事実です。
かわいい赤ちゃんの写真を見るにつけ、２２世紀も安全・安心に暮らせる世界になるよう、今からたとえささ
やかなことでも皆で出来ることをやっていきたいと思います。 （本部 編集委員会／塚田）
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