ふー ど り ん く
～ 仕事を通して つなげる絆 ～
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９月の敬老の日に合わせ各施設で敬老会が開催されました。
会を催しました給食室では、ご利用者の皆様がお変わりなく元気に食事を召し上がられていた事に大きな
喜びを感じており、今後もご健康とご長寿の助力となるよう、より一層の食事提供サービス向上を目指して
参ります。
以下、敬老会で提供させて頂きました食事を幾つかご紹介致します。
【いっぷく 2 番館】
・脂ののったトラウトなど季節の食材を使用し見た目を華や
かに仕上げました
・食後のデザートにモンブランケーキをお出ししました
・通常の献立より品数も多く、見た目も豪華な食事を召し上が
って頂き、大変喜んで頂いたご様子でした

【かめだ本町の里】
・御赤飯、茶碗蒸し、焼鮭、煮物、お吸い物、デザートで栄
養満点の食事を作りました。ご利用者様が好まれる味付け
で食べやすく仕上げています
・
「とっても美味しかった」とご利用者様からの声を頂いて
おります

【デイサービスセンター三和愛宕の園】
・食事を楽しみに来られたご利用者様にお弁当を振る舞
いました。配膳時は待ちきれなくお弁当の蓋をはぐられ
る方もいらっしゃいました
・太巻きや赤飯、栗ごはんの 3 種類の代わりご飯を 3 日
間で提供しました。合わせておかずも煮物や天ぷら等日
替わりで提供しています

【車場デイサービスセンター】
・施設様より提供して頂いた梨でコンポートを作り、枝豆でパンナ
コッタを提供しました
・特別なおやつと敬老会のお祝い御前を 3 日間、提供しました
・御祝い御前が華やかで皆さんに喜んで召し上がって頂きました

新規施設紹介

【デイサービスセンター東中野山】
９月１日、新潟市東区新岡山にデイサービスセンター東中野山の施設がオープンしました。
こちらの施設では、弊社のセントラルキッチンよりクックチル形式で食事を提供しています。調理機器や設
備も充実しており、「おもてなし」の心で食事を丁寧に仕上げています。
提供直前まで温菜は保温しています。冷菜は食感がよくなるように水分を調整し味付けに気を使ってい
ます。評判料理はひじきの炒り煮などです。煮物は味が染みており美味しいとのこと。魚料理も骨が全く気
になりません。
店長は、当社の給食施設で以前働いており、そのときの経験を活かしながら作業を行うようにしています。
アレルギー食、禁止食、刻み食についてはご利用者様のお体に合った食材を選定し、丁寧に調理してい
ます。
カウンター方式の提供で、ご利用者様の姿を見ながら調理に日々、励んでいます。

【ウェルハート阿賀野】
10 月 1 日、阿賀野市上中のウェルハート阿賀野の給食提供を開始いたしました。
店長は、スタッフの皆さんがスムーズに動けるように仕事の内容を整理しています。作業前の確認や声
掛けを行うことで、遠慮なく話し合える職場環境にしています。醤油などの地元の食材で利用者様の好み
にあった料理を提供しています。味付けは難しい部分もありますが調整しています。
メニューの組み合わせで盛付が素敵と褒められることもあります。食材の特性を考えてスチームコンベク
ゆ

ションオーブンや鍋を利用し茹で方を変えています。
ブリのマスタード焼きは二度焼きし、食欲をそそるような焼き色をつけています。
現時点での課題は調理担当者が変わっても同じ料理ができるようにすることです。ご利用者様に喜んで
食事を召し上がって頂くために、選択メニューやご当地メニューにも挑戦して参ります。
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有資格者紹介
今回は「学校給食受託管理士」について紹介します。
この資格は、学校給食業務を通じて生徒の健康、食育及び
食生活について考える資格です。当社では 16 名の学校給食

生徒さんからの疑問や声には食育を通し
たポスター等でお答しています。給食の栄
養が身体にとっていかに大切であるか分
かってもらえるようしています。
一人でも多くのファンができるよう頑張りま
す。

受託管理士がおりますが、今回は新潟市内の中学校 10 校に
給食を提供しているセントラルキッチンの島垣業務責任者にお話を伺いました。

生徒の皆さんに安全・安心・美味しい・健康に配慮した給食提供に努めなけ
ればいけないと考えるようになりました。作業 1 つ 1 つに対して衛生管理を
徹底しながら調理を行っています。
業務の適切な運営が図られるよう周りをフォローしながら業務を進めていま
す。食材の切り方や作業手順などは担当者全員で話し合い、納得できる最
良の方法で作業統一を図れるように取組んでおります。

NSG グループ永年勤続表彰
平成２９年度ＮＳＧグループ永年勤続懇親会が９月１１日（月）にホテルイタリア軒で行われました。今年度
はＮＳＧグループ全体で４２８名の表彰対象者がいらっしゃいました。当社の表彰対象者は、以下の通りで
す。
【入社１５年目表彰者】 計３名 （敬称略、順不同）
阿部 利美（尾山愛広苑 店長）、上村 弘美（産業部門 副統括責任者）、横山 恵子（中条愛広苑店長）
【入社１０年目表彰者】 計９名 （敬称略、順不同）
吉崎 芳美（食品加工事業部 学校給食エリア責任者）、青木 真穂（なかかんの里 店長）、和田 順子（遊生の里 店長）、堀口
富美花（ケア新井 店長）、梨本 麻衣子（いっぷく２番館 店長）、宇留間 美穂（新穂愛宕の園 店長）、丹下 葉子(新穂愛宕の
園）、清水 美樹（新井愛広苑）、武士俣 涼子（古志乃里 店長）

懇親会では、ＮＳＧグループの表彰対象者が集い、
法人ごとに記念撮影をし、懇親を深めました。
懇親会に参加した方々は、「滅多にない機会なので
嬉しい」、「１０年間頑張ってきて本当によかった」、「長
いようであっという間だった」、などと話されていました。
永年勤続表彰、大変おめでとうございました。
左から、いっぷく２番館 梨本店長、古志乃里 武士俣店長、後藤社長、尾山愛広苑 阿部店長、
食品加工事業部 吉崎学校給食エリア責任者

－3－

部門紹介
今回は新潟市北区島見町にある新潟医療福祉大学の学生
食堂、BC ホールとカムフレンズをご紹介します。小見山店長に
お話を伺いました。
☆☆☆☆☆☆ BC ホール ☆☆☆☆☆☆☆☆
定食や丼物、麺類など多くのメニューを取り揃えています。人気
メニューは唐揚げやタンドリーチキンなどです。タンドリーチキンは
カレーの香りが食欲をそそります。麺類は汁なし麻婆麺など特性タ
レを用いて太麺に絡ませております。五穀米や彩の良いサラダなど栄
養バランスのとれた小鉢も選択できます。メニューの数も多く限られた人数のスタッフで協力し合いながら安全
で美味しい料理を作るように努めています。
会計はオートレジで専用のカードを利用しております。学生さん以外の方はゲストカードが利用できます。
皆さんもぜひ一度食べに来てみてください。

☆☆☆☆☆☆ カムフレンズ ☆☆☆☆☆☆☆☆
出来立てお弁当や焼き立てパン、ソフトクリーム、デザートなどのメニュー
をお出ししています。1 日にお弁当が 120～130 食ほど、パンも 70 個ほど完
売しています。人気メニューはビビンバやチキンカツです。ビビンバは焼き
肉、温泉卵、キムチ、ほうれん草、ナムルなどスタミナ満点の食材が入ってい
ます。チキンカツは丼に入れたご飯にはみ出るくらいのものをのせています。
暑い日は、コーヒーフロートやアイスクリームがよく売れます。ソフトクリーム
は濃厚かつ滑らかで好評を得ています。
熱々のコロッケなどの揚物も好評です。かぶりついて召しあがっています。新しいメニューを頻繁に出すので
学生さんから「こんな商品があるの！」と言われ売り切れてしまいます。
3 人体制で調理できる範囲は限られていますが、学生さんのご要望
に応じたメニューを、これからも提案していきます。
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『認定段階３』企業
は新潟県内で３番
目、新潟市内初！

えるぼし認定式

平成２９年９月１４日に、女性活躍推進法にもとづき女性の活躍を推進している事
業主として、「えるぼし」認定を受けました！
この「えるぼし」認定は、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比
率」「多様なキャリアコース」の評価項目のうち、基準を満たす項目数に応じて、認
定段階１・２・３と段階に分けて認定されるもので、新潟県内では、平成２９年８月１
４日現在、６社が認定されており、そのうち５つの基準をすべて満たしている『認定
段階３』の企業は当社を含め３社で、新潟市では当社が初の認定企業となります。

※認定マークの 「Ｌ」には、Ｌａｄｙ（女
性）、Ｌａｂｏｕｒ（働く、取り組む）、Ｌｅａｄ
（手本）などさまざまな意味があり、
「円」は企業や社会、「Ｌ」はエレガント
に力強く活躍する女性がイメージされ
ています。

認定段階３を示す３つの星を掲げたピンク色の認定マークをホームページや広告、求人票、名刺などに
活用し、女性が活躍していることをアピールすることで、今後、企業のイメージアップをはかっていきます。求
人票や就活サイトではこういった認定マークが、制度が整
っている企業の証しとして、企業選びのポイントとなってい
ます。
～認定式に参加して～
当社はもともと女性比率が高く、継続就業がなかなか困難
な状況の中で、なるべく長く勤めてもらいたいとの思いで、
各部門協力しながら、継続勤務を応援してきたことが、この
ように「えるぼし認定」という形で結果を残すことができ、
大変嬉しく思いました。皆さんのおかげです。ありがとうご
ざいました。女性ならではの視点や行動力が日本フードリン
クを活性化していると今まさに感じています。これからも皆
さん、どうぞよろしくお願い致します。(人事部 大宮)
左から、楪葉（ゆずりは）新潟労働局長、食品加工事業部 加藤総括、第一営業部店
舗運営 鈴木課長、人事部 大宮課長

内定者懇親会
９月５日（火）ホテルイタリア軒にて、平成３０年
新卒内定者懇親会が行われました。当日は素晴らしい
快晴に恵まれ、素敵な景色と美味しい料理を囲みなが
ら、先輩社員や内定者同士で親睦・交流を深めました。
社会人となることへの期待と不安の中で、様々な会話を通して学生生活との違いを感じ、自身の不
安解消や仕事へのイメージ・モチベーションアップへと繋げていました。
内定者の皆さんからはお一人ずつ自己紹介をし
て頂きました。趣味や特技の披露、内定の喜び、
入社に向けた意気込みなどを紹介頂き、個性豊か
でフレッシュな姿に会場は大いに盛り上がり、終
始楽しい雰囲気で記憶に残る有意義な時間となり
ました。このかけがえのない同期の絆を大切に、
そして来年４月にはまた皆さんが元気に入社され
ることを心より楽しみにお待ちしています。
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ビジネスマナーについて～第３回～
今回はメールでのマナーについて取り上げます。
スマートフォンの普及も進み、ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどの SNS の利用者も増えていま
す。メッセージのやりとりに LINE を利用している方も多いのではないでしょうか？
ビジネスにおけるメールでのコミュニケーションは、友人とのやりとりとは全く異なります。相手に伝えたいポ
イントをおさえつつ、失礼のないマナーを守った形式を意識しなければなりません。

宛先（address）

～To や CC、BCC に注意！！

・To（宛先と表示されている場合もあり）は、メールを送る相手となります。「あなたに送っています」との意思表
示。処理や作業をして欲しい人を To に入れます。（複数人でも可）
・CC は参考・情報共有に使います。「To の人に送ったので念のために見てくださいね」という意味合い。To
の人が主になるため、CC の人は原則、返信を行いません。（To の人に CC の人のアドレスなどが表示されま
す）
・BCC は、他の受信者にアドレスなどが見えないように連絡する場合に利用します。BCC の人は他の受信者
にアドレスなどは表示されませんので、一斉送信のメールなどで使用されることもあります。

件名（subject）

～簡潔に！！

大量のメールを処理しなければならない人などは、まず件名でメール内容を把握します。相手の目に最初
に触れる部分ですので、ビジネスメールの顔とも言えます。件名が明確ではない場合、迷惑メールとして読ま
ずに破棄される可能性もあります。件名だけでメールの内容が分かる様本文の内容を簡潔にまとめましょう。

本文（text）

～5W2H を意識して！！

【相手先の宛名】まず１行目に宛名を書きます。
例） 株式会社○○○商事 総務部 △△太郎様
相手が企業に属している場合、会社名と部署名を書いてからお名前を書きます。お名前もフルネームの方が
丁寧な印象を与えます。
【挨拶文】手紙ほどかしこまらなくても大丈夫。時候の挨拶などは必要ありません。
例） いつも大変お世話になっております。 先日はありがとうございました。

など

【文章の構成】5W2H（When、Where、Who、What、Why、How いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうする）
を意識して簡潔にまとめましょう。

メールでは、表情はもちろん電話のように「声」によるニュアンス（聴覚や間の取り方な
ど）も伝わりません。受け手側がいろいろな感情を込め、言葉の意味を「増幅して」文章
を読んでしまう事もありますので、誤解されやすい言い回しは避けるようにしましょう。
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「いつかどこかで役に立つ！…はず」の第５２回目
サブタイトル 「よく分からないから支払っておこう？ の巻」
１１月です。今年もあと２ヶ月で終わりです。早い！ 歳を追うごとに日々あっと
いう間に過ぎ去っていく感覚。何か新しいことを始めなければ。漫然・漠然と過ご
さぬように心掛けていかなくてはなりませんね。
さて今回は「水道料金」です。

(株)ライフプロモート
大伍 宏昭

えっ？私、水を使い過ぎ？
新潟市を例に取ります。基本的に２ヶ月に１回の検針で２ヶ月分での支払いです※平成２１
年１２月から口座振替に限り毎月振替も可能になっています(要申込み)
※画像は｢水道使用量等のお知らせ｣は新潟市水道局ＨＰより引用

画像の②部分に使用水量が記載されます。下水道処理を行っている地域では下水道排
除量も記載。水道の使用水量を汚水の排除量とみなします。※積雪や障害物などのため、
検針が困難な場合には推定水量
画像の①に隠れている部分に設置されているメーター口径が
記載されています。設置メーターで基本料金が変わります。
２ヶ月分の基本料金は 13mm 1,760 円、16mm 2,240 円、
20mm 4,180 円・・・以下略。（１ヶ月の基本料金は上記の２分の１）
なお、設置されるメーターは下記のように計算されます

では、平均的な使用水量はどのくらいになるのでしょうか？
１ヶ月平均は下記の通りです（東京都水道局のデータです）
・単身世帯（家族）：約 8m³
・2 人世帯（家族）：約 16m³
・3 人世帯（家族）：約 21m³
・4 人世帯（家族）：約 25m³
・5 人世帯（家族）：約 30m³
・6 人（家族）以上：約 35m³
皆様のご家庭は平均と比較して多いですか？少ないですか？
使用量の多い方は使用方法を見直してみてはいかがでしょうか？
「そんなに使っていないのに」と思われる方は漏水かもしれません
点検してみてはいかがでしょうか？ちなみに私宅ではシャワーで
約４㎥／月の水漏れ起こしていました。
それでは、また次回
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★結婚おめでとう★
≪澁谷 直宏 （ＣＫ 食品加工事業部 クックチル）

８月 １日 入籍≫

8 月 1 日に入籍しました。
これから、二人で協力して明るい家庭を築いていきたいと思います。
≪小林 美帆 （新潟リハビリテーション病院）

７月 ３１日 入籍≫

7 月 31 日に入籍し、小林になりました。
2 人で協力して明るい家庭を築いていきたいです。

★出産おめでとう★
≪駒澤 由紀子（ＣＫ 食品加工事業部 スクールランチ）

７月 １８日 はづきちゃん （第４子）誕生≫

36 週、2555ｇと少し小さく産まれましたが大きく元気に育っていま
自由はなくなりましたがその不自由が今は楽しいです。

★誕生おめでとう★
≪齋藤 拓人 （本部 献立室） ７月１７日 凪沙（なぎさ）ちゃん（第２子）誕生≫
凪の海のように穏やかで、広い心を持って欲しいと思い名付けました。
最近、あやすと笑うようになり、毎日、癒されています。

★職場復帰おめでとう★
≪矢澤 祐美恵（かもしか病院）７月２１日復帰≫
お休みを頂きありがとうございました。
職場の皆さんや家族に支えてもらい復帰することができました。
仕事と子育てと両立してがんばりたいと思います。
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〔発行日〕 平成２９年１１月１日 （奇数月発行）

・編集発行◆株式会社 日本フードリンク 本部編集委員会 ・所在地◆〒950-0801 新潟市東区津島屋 6-99-1
・電話◆025(282)7023
・ＦＡＸ◆025(282)7024
・ＵＲＬ◆http://www.j-foodrink.co.jp/

－8－

す。

