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平成２６年度 第一回全体会議開催
平成２６年度（第２９期） 第一回全体会議が、５月１５日（木） 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名以上が一堂に
集結する会議です。 冒頭社長より、年度方針が発表されました。
次に、長年頑張って勤務してきたスタッフに対して
「永年勤続表彰」 が行われ、今年は３５名が表彰され
ました。目録と御祝金
が授与されました。

続いて衛生管理優秀給食室の表彰、本部上長、各店長及び業務責任者、
エリア責任者等から、前年度報告と今年度の目標が発表されました。
衛生管理
優秀給食室
表彰 (代表)
本部上長

午後からは、食品安全管理室より、
「ノロウイルス以外の感染症、異物混入対策に
ついて」の衛生講習が行われました。

店長、業務責任者

次に ㈱ライフプロモートより、食品企業の方を
お招きし、お値打ち品の食材をおいしく調理する
プレゼンテーションが行われました。

第一営業部・店舗運営スタッフより、
「ＩＳＯ９００１に基づく内部監査」 と 「企画書の講習」 が
行われました。

会議終了後、 日頃はなかなか会えない遠方の店長同士が時間を惜しむように会話に花を咲かせていました。
次回は、１１月です。元気に再会できるよう、日々の業務を頑張りま〜す！

衛生管理優秀賞他、受賞部門紹介

トピックス

当社は、新潟県内に多くの部門があり、毎日安全な衛生を維持できている理由は、
「基本ルール
のっと

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

いっぷく２番館

上吉野愛宕の園

デイサービスセンターはやどおり

ひだまり保育園

三和愛宕の園

ケアハウス新井

デイサービスセンター大潟

愛広苑壱番館

巻愛宕の園

ＪＷＳＣ

てまり総合ケアセンター

サンパレス輝

新潟医療福祉大学第三厚生棟食堂／カムフレンズ

★清掃管理優秀賞
中条愛広苑

新潟リハビリテーション病院

豊浦病院・愛広苑

かもしか病院

新井愛広苑

黒埼病院

中之口愛宕の園

いっぷく

横雲の里

健進館

山王苑にいがた

新潟東愛宕の園

松潟の園

愛宕の園

豊浦愛宕の園

ケアハウスせきかわ

有徳の家

デイサービスセンター三和

ケアセンターカナン

すずまり

遊生の森

新潟市新津西部学校給食センター

新潟市黒埼学校給食センター

新潟市潟東学校給食センター

新潟市亀田学校給食センター

★報連相優秀賞
尾山愛広苑

新津医療センター病院

ショートステイぢりめき

新穂愛宕の園

太陽の村／はまかぜ

デイサービスセンターさど

かめだ早通の里

麦っ子ワークス

ＣＵＰＳ

ＳＴＥＰ

★衛生管理がんばったで賞
相川愛広苑

はすがた園

デイサービスセンターうすい

ケアハウスサンホーム
新潟県新星学園

特養サンホーム

セントラルキッチン

新規オープンの大山台高齢者福祉センタ−、新潟北愛宕の園を含めて
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。

−2−

トピックス

永年勤続表彰者紹介

当社規定により長年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。３５名には御祝金が授与されました。
多くのスタッフが長年勤務できる職場環境づくりは、当社の経営理念のひとつである
〔お客様の満足と従業員の幸福を目指す〕という目標に沿って毎年充実し続け、今年は３５名
もの永年勤続者が誕生しました。これは会社にとって誇りであり、感謝です。
★永年勤続表彰者 ３５名紹介（順不同。
（ ）内は勤務部門および雇用形態）
相沢 健吾（第一営業部・店舗運営、社員）

坂口 慎太郎（第一営業部・店舗運営、社員）

本田 正人（第一営業部・店舗運営、社員）

水澤 百合子（中条愛広苑、パートタイマー）

宮尾 由利子（新井愛広苑、社員）

木村 恵美梨（愛広苑壱番館、パートタイマー）

岩澤 繁生（食品安全管理室、社員）

鈴木 紀子（食品加工事業部クックチル、社員）

伴内 成美（黒埼病院、社員）

南 彩子 （食品加工事業部クックチル、パートタイマー）

小根山 博人（ＳＴＥＰ、社員）

伊藤 和子 （食品加工事業部(調理)、パートタイマー）

唐崎 純子（松潟の園、社員）

登石 恵美子（食品加工事業部(調理)、パートタイマー）

曽根 美由紀（松潟の園、パートタイマー）

斎藤 美穂子（食品加工事業部(炊飯)、パートタイマー）

大沢 直美（尾山愛広苑、パートタイマー）

駒澤 由紀子（食品加工事業部(配送)、パートタイマー）

太島 芳睦（黒埼学校給食、社員）

渡邉 妃奈（食品加工事業部(松浜中)、パートタイマー）

川崎 和美（新津西部学校給食、社員）

成田 陽子(食品加工事業部（下山中）、パートタイマー)

小熊 孝男（潟東学校給食、社員）

神林 正美 （食品加工事業部（大江山中）、パートタイマー）

伊藤 彰（亀田学校給食、社員）

浅見 久美子 （新津西部学校給食(調理)、パートタイマー）

小山 幸吉（ＣＵＰＳ、社員）

中野 久美子 （新津西部学校給食(調理)、パートタイマー）

五十嵐 尚美（ＣＵＰＳ、パートタイマー）

金子 ゆう子 （新津西部学校給食(洗浄)、パートタイマー）

綿貫 幸恵（ケア新井、パートタイマー）

輪地 厚子 （新津西部学校給食(洗浄)、パートタイマー）

中村 英里子（デイさど、パートタイマー）

田代 久美子 （新津西部学校給食(洗浄)、パートタイマー）

猿子 久美子（大山台、パートタイマー）

★コメント 表彰者代表／新井愛広苑 店長 宮尾 由利子
１０年を改めて振り返ると、「あっ！！」 という間でした。新卒で入社し、多くの先輩方に
育てて頂きました。思うように仕事が出来ず 「やめちゃおうかな〜」 と考えたこともあります。
それでも今まで続けてこられたのは、周りの方々の支えがあったからです。とても感謝して
います。そして先輩方のすごさが身にしみます。これからも一生懸命頑張って仕事に取り組んでいきたいと
思います。

★コメント 表彰者代表／セントラルキッチン・クックチル 業務責任者 鈴木 紀子
諸先輩方、まわりのスタッフに恵まれ現在に至ります。働ける職場があること、働きに出る
ことに理解し協力してくれている家族に感謝し、これからも業務に励みたいと思います。
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トピックス

新潟地震５０年 地震対応訓練実施

新潟地震発生から５０年目の平成２６年６月１６日(月)に、新潟市では全市一斉に地震対応訓練の呼びかけ
がありました。当社は新潟市に対し「災害時応援協定締結企業」の登録を
していますので、訓練には積極的に参加しました。
昭和３９年(１９６４年) ６月１６日午後１時１分４１秒に、新潟市で
マグニチュード７．５の大地震が発生しました。地割れや津波で
は し げた

机の下にもぐり、
ダンゴ虫のポーズをとる。

信濃川が逆流し、昭和大橋は橋桁ごとに切れて斜めに落下。４階建ての県営ア
パートは横倒しになりました。新潟県では、平成１６年１０月に中越地震と１９年７月に中越沖地震が起きました。
そして平成２３年３月には、東日本大震災が起こり多くの尊い命が奪われました。
いつ大地震が来るか分かりません。 しかし日頃から 「どこへどのように避難するか」 を意識
することが、生死を分ける場合があると専門家は言います。ぜひ心しておきましょう。

トピックス

消防避難訓練

毎年セントラルキッチンで行っている避難訓練を、今年は６月２４日に行いました。今回は消防署からお借り
した消火器３台を使い、消火訓練も体験しました。
地震もそうですが火事の場合も、職場や自宅での非難場所や経路を確認しておきましょう。

トピックス

店長会議 調理講習

今回は、魚調理がテーマです。シイラという白身魚を、オリーブオイルとバジルで臭みを取り除き
味を整えて高温で焼きます。最後に野菜ソースをかけて出来上がりです。

出来上がり

焼き上がり温度を変えて
食感の違いを確かめました。
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第３２回目
サブタイトル 「 陰で大活躍。軽んじていませんか…。 の巻 」
一気に日が長くなり夕方でも明るく、夏の訪れを感じさせる今日この頃。
例年の注意事項ですが熱中症にお気をつけください。水分補給・塩分補給、
疲労の予防に糖分補給。お忘れなく！
さて今回は「軟水器」です。
そこの台の下。スチームコンベクションオーブンについていますよ！

(株)ライフプロモート
大伍 宏昭

スチコンに必ずついている軟水器。他にも温蔵庫・スチーマー・茹で麺機など水を使う加熱機器についている
場合があります。
皆さんが電気ポットの中でよく見かける白い物質。それは硬度成分であるカルシウムやマグネシウムなどが加
熱濃縮され結晶化したものです。これをスケールといいます。主成分は石灰なので飲んでも衛生的に問題はあり
ませんが、機器においては機能に支障をきたす原因となります。
ろ ざ い

軟水器は水の中に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイオンなどの陽イオンを、フィルター(濾材＝陽イ
オン交換樹脂、粒状活性炭、繊維状活性炭など)の働きでナトリウムイオンに置き換え、水を軟水にしスケールの
発生を抑えます。
<スケールの影響は？>
ボイラータンクやヒーターに付着すると、熱が水に伝わりにくくなり消費電力が増
えたり、温度が異常に上昇しヒーターが焼きつき故障する可能性があります。また、
スチームのノズルが目詰まりしたり、水位センサーなどに付着すると機器が正常に
動作しなくなります。
<フィルターを交換した事がない！>

カートリッジ式

カートリッジ式の小型軟水器は採水量 3,000〜5,000ℓ
です。福祉系の給食室では約１年でのフィルター交換をお奨めしております(スチコ
ン本体がスチーム使用時間をカウントし交換時期のお知らせを出します。また、地域
による水質の違いもあります)
20 段程度の大型のスチコンについている自動軟水器は塩水を使いカルシウムや
マグネシウムの成分を洗い流しフィルターを再生させますので、塩の補充を怠らなけ
ればカートリッジ式より長期間使用可能です(専用再生剤を使用する機種もあります)

適切な管理で厨房機器を大事に永く使用しましょう。
質問やお問い合わせ、交換のご用命はライフプロモートまで。
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２５回）
≪担当／中嶋≫

新潟県栄養士会の賛助会員企業になりました！
ライフプロモートは「食塩・化学調味料不使用だしの素 500g」の発売とあわせ、新潟県栄養士会の
事業を援助する賛助会員になりました。

新潟県栄養士会の研修会場等に於いて「食塩・化学調味料不使用だしの素」
の試食を通し、栄養士の皆さんから退院後（在宅）の栄養・食事管理の大
切さと栄養指導の必要性をお聞きしました。当該品も、業務用だけではな
く「少量の家庭用」も望まれるとのご意見もいただいておりました。
また、この度「食塩・化学調味料不使用だしの素」在宅向け企画（100g×
３）が、東京都、千葉県、新潟県の学校生活協同組合等で取扱いが決定し
ました。つきましては「食塩・化学調味料不使用だしの素：家庭用（100g
×３）
」を本年９月から発売します。
当該品を必要とする皆さまへ手軽に家庭でご活用いただけるように、更に
努力して参ります。
よろしくお願い申し上げます。
左）家庭用（100g×３）お問合せ ㈱ライフプロモート Tel ：025-279-0700
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★結婚おめでとう★
≪杉本 渚 （上吉野愛宕の園）

５月４日 入籍≫

５月４日に入籍し、片岡から杉本に変わりました。
引っ越しや職場異動で不安もありましたが、夫の協力と
愉快なスタッフに恵まれて楽しく過ごしています。
≪鈴木 沙弥香 （第一営業部 献立室）

５月２５日 挙式≫

３月２２日に入籍し、小田島から鈴木になりました。
新生活がスタートし、楽しさと忙しさの中で充実した
毎日を過ごしています。

★出産おめでとう★
≪佐藤 洋美 （ＣＫ食品加工事業部 クックチル）
３月２７日 明日美(あすみ)ちゃん （第２子）誕生≫

子供と過ごす時間は大変なこともありますが、
嬉しいこともたくさん！ 私を目で追いニコニコ
笑ってくれる時は、特に幸せです。元気に成長して
ほしいと思います。
≪瀬高 陽子 （いっぷく２番館）
４月３日 心遙(こはる)ちゃん （第１子）誕生≫

４月３日に長女が誕生しました。長時間の分娩で大変
でしたがその分、産まれた瞬間は感無量でした。日々
我が子の成長を感じながら育児奮闘中です。
≪嶋 由佳 （特養サンホーム）
５月８日 一希(いつき)君 （第２子）誕生≫

一希君！ パパとママとお兄ちゃんのところに産まれて
来てくれて ありがとう。家族皆で成長を楽しみにして
います。希望に向い一直線！！ いっぱい思い出作ろうね。

★誕生おめでとう★
≪和田 和彦（ＣＫ食品加工事業部 クックチル）
４月１９日 浬空(かいり)君 （第１子）誕生≫

４月１９日に産まれました。私自身もパパとして未熟です
が、この子と一緒に成長していけたらと思っております。
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★職場復帰おめでとう★
≪内山 直子 （新潟リハビリテーション病院）

４月１３日復帰≫

職場復帰させていただき、ありがとうございます。
子育て中の急なお休み等で迷惑をおかけしてしまい
ましたが、このように働ける環境をいただけて感謝します。
≪谷澤 聖子 （ＣＫ 食品加工事業部 クックチル）

４月１４日復帰≫

一日が目まぐるしくあっという間に過ぎていきますが、
新しい職場では少しでも早く仕事を覚えられるように
頑張ります。
≪臼杵 照恵 （山王苑にいがた）

４月２１日復帰≫

職場の皆さんに支えていただきながら頑張っています。
秀吉も１歳を過ぎてやんちゃ盛り。いろんなことに挑戦中
です。これからの成長が楽しみです。
≪長澤 聖子 （豊浦病院・愛広苑） ５月２１日復帰≫

子育てと仕事の両立は大変ですが、頑張りたいと思い
ます。スタッフの皆さん、よろしくお願いします。

当 社 の 仲 間 が 増 え ま し た
〔小規模多機能ホーム とようら〕
き っ こ う あい

≪業務中です。新発田市≫

さと

〔ショートステイ 亀甲愛の郷〕

≪７月１日より業務開始。新潟市≫

スタッフ一丸となって、
「安全・安心・おいしい給食」をこれまでも、これからも…。
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