ふー ど り ん く
～ 仕事を通して つなげる絆 ～
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長期化するコロナ禍、それに伴う自粛ムードなど、気持ちも沈みがちな情勢が続いておりますが、食
事で利用者様を元気づけられるよう、各給食室では様々な趣向を凝らし、季節や行事に合わせた「行事
食」を提供させて頂きました。いつもと少し違う“特別感”には、食欲も気持ちも高まり、自然と食も
進むもの。召し上がった後は、次の行事食への期待も持って頂けたと感じております。
【荻川ほのぼの保育園】

【ケアハウスサンホーム】バイキング

【燕愛宕の園】デザートバイキング

【新潟医療福祉大学 N-Village 伍桃】クリスマスメニュー

【ケアハウスサンホーム】お正月

【いっぷく】バラちらし

【ケアハウスサンホーム】節分

【いっぷく 2 番館】お正月

【遊生の園】

【遊生の森】

【遊生の里】

【遊生の町】

冬期安全運転講習会
去る 12 月下旬、いよいよ冬本番を迎えるにあたり、フードリンク
グループ合同の安全運転講習会を開催致しました。
今回の開催テーマは「雪道事故を防ぐ」です。
降雪時に危険な箇所の検証、除雪対応されている幹線道路
中心の配送経路選択の徹底、車両が雪でスタックした際の対応
及び連絡体系など、座学・ディスカッションを交えて確認。
又、県の安全運転管理者協会からは講習テーマに沿ったビデオを
お借りし、路面凍結のパターンと対処法を学びました。
最後に、トラックへのタイヤチェーン着脱実習を実施し終了。参加
者は雪道の危険度を再認識した上で、ゆとりを持ったスケジューリングと
いつにも増した安全確認を心掛けたいと話していました。

新規施設紹介

地域密着型特別養護老人ホーム・ショートステイ ルアナ 給食室

2 月１日より「地域密着型特別養護老人ホーム・ショートステイ ルアナ」様
（新潟市西区小針上山）の給食受託を開始しましたのでご紹介致します。
一歩足を踏み入れるとはっとするような、素敵な雰囲気をお持ちの当施設。
LUANA（ルアナ）とはハワイ語で「満足・リラックス・みんなで楽しむ」との意味
だそうです。
「南国リゾート感の中で自然との調和」がコンセプトとお聞きした通り、施設
の随所にハワイをイメージした意匠が施されています。また、歯科医師との
連携により栄養を口から取る事を方針としソフト食をはじめ、スクリーニング等
積極的取組みを検討のうえ、工夫した食事提供を行っているとのことでした。

取材当日は昼食のメインディッシュ「鶏肉山椒焼き」の調理の真っ最中。スチームコンベクションで焼きあがる鶏肉の
香ばしい匂いが厨房内に漂います。
店長の高野さんは、受託開始直後で不慣れなこともありますが、ご利用者様が楽しく健やかにお過ごし頂けるよう
しっかりと食事提供をして行きたいと話していました。
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安全衛生管理優秀施設の紹介
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（異物混入クレーム及び
拭き取り検査を考慮）と、安全な作業に取り組んだ功績（労働災害及び備品破損報告を考慮）を讃えて金一
封と賞状が食品安全監査室より授与されました。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。
【潟東学校給食センター 感想】
スタッフは信頼しあって困難な状況でも乗り越えられる
団結力を持っているので、今回受賞施設に選ばれたのだ
と思います。
年々、衛生管理が厳しくなる中で、新しい作業が増えて
もスタッフ皆で即対応し、より良い職場にしようと頑張
っています。引き続き、
“チーム潟東”で安心・安全な給
食提供に努めて参ります。

【衛生管理及び安全管理優秀施設 21 施設】
・豊浦愛宕の園・特養ぢりめき・開志専門職大学・STEPS 食堂
・かめだ本町の里・ショートステイ清川・有徳の家・回生園
・ケアハウスサンホーム・燕愛宕の園・潟東学校給食センター
・日和山小学校・車場デイサービスセンター
・デイサービスセンターうすい・老人デイサービスセンター潟東
・デイサービスセンター大潟・デイサービスセンターさど
・デイサービスセンターじゅんさい池
・新発田リハビリテーション病院東棟
・大山台高齢者福祉センター

昨年 11 月から 12 月にかけて、お客様満足度（以下「CS」略）

CS（顧客満足度）について
の

調査を実施致しました。病院・老人保健施
設を中心に各施設の代表者の皆様に、各

お客様からのご意見（一例）

現場の令和 2 年度上半期の報告を行いま

・選択メニューを入れて欲しい

した。お時間を頂けた施設の代表者の皆

・地域性のある献立を立てて欲しい

様とは面会の上、上半期目標の達成状

・食育活動に感謝している

況、異物混入の対応、業務上のヒューマ

・挨拶や返事を改善してほしい

ンエラーについてご意見を頂きましたので、
その結果を下半期の目標に反映するようにして行きたいと存じ
ます。ご協力有難うございました。お客様のご要望に応えられ

コロナ禍での対応

るよう、本社と給食室が一丸となって取り組んで参ります。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、11 都府県で緊急事態宣言が
発令されました。安全な食事提供を継続すべく、最新の情報を取り入れ
ながら食品安全監査室を中心に引き続き対処して参ります。
【感染拡大防止処理】
●社内メールでの掲示板による感染防止策の周知
●「ヒアリングシート」を用いた行動計画の事前申請、それに対する指導
●ポスターなどの掲示物による注意喚起や感染防止策の周知
●セントラルキッチン安全衛生委員会において、新型コロナウイルスをテーマに
取り上げ実現可能な対策を議論、実施
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部門紹介①

～和気あいあいとした職場です～

中之口愛宕の園 給食室

今回は、新潟市西蒲区にある「特別養護老人ホーム中之口愛宕の
園」の給食室を紹介致します。藤井店長にお話を伺いました。
給食室スタッフは総勢 6 名ですが、通常はシフト制で 4 人体制が多
いです。年齢層は 20 代～60 代まで幅広いですが、とても仲が良く、職
場の雰囲気は、いつも賑やかで、和気あいあいとしています。
仕事中の様子を見て、その関係性が理解できました。お互いに声を
かけ合い、手際よく仕事が進んでいるところが印象的でした。
チームの息はピッタリ。
手際よく仕事が進みます。

魚禁の代替食は、見た目も
柔らかな雰囲気でした。

提供食数は、朝・夕が約 50 食、昼が 80～90 食。常食と軟菜食、ムース
食、ミキサー食の 4 種を提供しています。写真は取材時の昼食メニューで
す。常食が醤油おこわ、味噌汁、タラの蒸しあんか
け、カリフラワーのピリ辛和え、デザートはフルー
ツカクテルでした。配膳されると、とても彩りが良
く、“気持ちも明るく元気にしてくれる食事”と感
じました。
人気メニューは行事食のお寿司。今年の節分は、
いなり寿司を提供予定とのことでした。
←常食
↑ムース食

部門紹介②
【構成】
・女性 3 人（9 年以上勤務のベ
テランスタッフ）
・昼食：23 食前後
・食事形態：常食、刻み、極、
ミキサー食、一口大、禁食

給食室 ：デイサービスセンターうすい
所在地 ：新潟市南区臼井１４３５−３
店長 ：長沢悦子さん

七草粥

オムレツ
韓国料理お品書
節分（太巻き）
中華鍋

【食事について】
・フライヤーやスチームコンベクションオーブン、食器洗浄機はあ
りませんが、昔から大切に扱っている中華鍋や蒸し器で、揚げ物は
カラッと、焼き物は焼き色をつけて硬くならないようにしています。
・季節感のあるメニューで彩りを大事にし、各地の郷土料理や世界
の料理、恵方巻きなどで楽しい気分を味わってもらえるようにして
います。
・韓国料理のキンパやチャプチェなど珍しい料理を提供した際に利
用者様より感謝のお手紙を頂いたこともあります。
「いつも美味しく
頂いているよ！」と声をかけてくださる利用者様もいらっしゃって
仕事にやり甲斐を感じます
・食事の詳細内容については確認用のホワイトボードなど使用し、
付間違いがないようにして、安心・安全な食事提供に繋げています。
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【働き方改革】
・食数を栄養管理部に報告し、電子発注
システムを使用することで、献立に使
用する食材の量が繁栄され、在庫と共
に使用量を確認し、無駄なく発注する
ことができています。

こんにちは！ アグリライフです！【農業生活 第 17 話】
 新潟市内も大雪警報 その中でもネギ収穫！！
今年 1 月の降雪量は記録的なものになりました。新潟市でも大雪警報が発令される事態に。
各生産者も大雪で収穫に困難を極める中、県内野菜が品薄状態で価格も普段の２～3 倍に高騰！！
そのピンチを救うため、日本フードリンクの方々にも協力していただきネギ収穫を行いました。
【ねぎ】
ねぎ畑付近、接近可能限界まで軽トラックにて、その後積雪 100ｃｍほどの中を片道 200ｍ
子供用のソリにねぎを積み何度も往復して運搬。
雪で葉は折れボロボロですが、なんとか収穫することができました。

1 月 4 日、衣食住の神、漁業や水の神、防火・消防の神などとして

２０２１年 初詣

尊宗されている新潟総鎮守古町神明宮へ、日本フードリンクグループ
合同での参拝に行ってきました。
今年、2021 年の干支（えと）は、一般的には「丑」
（うし）と言われること
が多いですが、正確に言うと 60 種類ある干支の 38 番目「辛丑（かのとうし）
」
となるそうです。

前回の「丑」の 2009 年はどんな出来事があったのかを
振り返ってみました。
・オバマ氏がアメリカ合衆国第 44 代大統領に就任
・裁判員制度がスタート
・民主党が衆議院選挙において歴史的大勝、政権交代
いずれの出来事も、もう 12 年も…という印象です。
残念ながら昨年は、世界史に「コロナ」という文字が刻まれた年になってしまいましたが
今年は、それを払拭した年として後世に語り継がれることになればと、切に願います。
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㈱ライフプロモート営業本部からご報告

株式会社ヤヨイサンフーズ 長岡工場視察
ご報告
ソフリシリーズなど取引の深いヤヨイサンフーズ長岡工場の視察を実施致しました。
宮城県気仙沼に震災から 10 年を経て新工場も復活しておりますが、今回は県内の同工場
を視察し、衛生管理・品質管理など確認をして参りました。
日時：令和 2 年 12 月 7 日（月）
場所：株式会社ヤヨイサンフーズ 長岡工場
◆工場詳細
竣工 : 1962 年 従業員数 : 403 名
生産量 : 120 万食/日 70ｔ/日
生産品目 : ハムカツ・ハンバーグ・チキンカツ・メンチカツ
※建屋写真は HP より

視察風景 入場するまでに、
・手洗い・エアシャワー・白衣、キャップ着衣後に 3 回コロ
コロ実施、また絆創膏も工場指定を使用し退勤時に枚数チェックを実施、など徹底した異
物混入防止をされており、さらにできるだけ人の手が接触しない一貫ラインで生産。

視察・試食風景

X 線検査などを経て梱包・出荷。工場内の視察終了後に得意先とともに

商品説明・試食。長岡工場製のハンバーグやメンチカツ、他工場製のいわしの梅煮などと
ともに、ソフリシリーズ（お餅風ムースなど）
。品質の高さを再認識致しました。
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【設備事業部 石渡大貴】
こんにちは！2 年目新人 設備事業部の石渡です。現在はコロナ禍という事
もあり趣味の旅行やジムでのトレーニングを自粛して Netflix で海外ドラマを見たり、
Switch(主に桃太郎電鉄)をしたりと家で出来る趣味を見つけて楽しんでいます。家
で楽しめる趣味があれば是非、教えて頂きたいです。
さて、少し真面目なお話ですが私が今どんな仕事をしているかというと、食器・備品、
厨房機器の見積～搬入までの一連の業務、スチコンの軟水器カートリッジ交換
など厨房設備のメンテナンス業務です。食器・備品は新規・入替問わず、選定のお
手伝いもしております。
食器に関してはサンプルを見て頂き、施設様、給食室の皆様のニーズに合った提案を心がけております。メンテナン
ス業務は前職では経験した事のない業務のため日々、勉強しながら少しずつ出来る事が増えてきました。もし、上記の
業務(それ以外でも)ご要望、ご不明点がございましたら気兼ねなくご連絡下さい。設備事業部として微力ではございます
が皆様のお役に立てるように日々精進して参ります。
※次号広報誌、設備事業部連載ページを担当するかも？！

【人事部 勝見祐大】
昨年１２月１日より、人事部に配属になりました勝見と申します。
入社して間もなく、ルーティンワークを身に付けることに先んじ、
年末調整や給与処理という非常に重要な業務に携わらせて頂きました。
私は過去に事務経験がなく、人事部の先輩方から懇切丁寧に１から
教えて頂きながら進めました。パソコン操作に悪戦苦闘の毎日でした
が、それでも労務管理に非常にやり甲斐を感じました。
今は新人として１つでも多くの情報を得、また、１つでも多くの
知識を身につけることに努めます。そのために恥や外聞を捨て、他の方に積極的に物事を伺う姿勢で取り組みます。
コロナ禍で人と人との接触が憚られるご時世ですが、それでも人事部として１人でも多くの方と接する機会があれば
と思います。
いわゆるオフの時間の過ごし方ですが、入社するまでは自主トレーニングを少なくとも隔日で行うようにしており
ました。しかし、入社してからは明朝に愛犬マロンと散歩をする程度に止まり、思うように体を動かせていません。
お昼休みも従業員用の給食の他にカップラーメンと無性に食欲だけが増している状態ですので、現状打破のための
趣味を模索中です。おすすめがあればぜひ教えてください。
今は内容の如何を問わず、仕事でもプライベートでもとにかく何でもやってみる！精神です。ご迷惑をおかけする
ことが多々あるかと思いますが今後ともぜひよろしくお願いします。
【総務部 前川俊樹】
前川と申します。本年１月４日より、総務部でお世話になっております。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
＜アピールポイント＞
昨年まで NSG カレッジリーグの事務局で、主に専門学校の学生募集・広報
業務を担当しておりました。ちなみに、前任地は佐渡島で、約５年間勤務し
ました。また、NSG 以前には印刷会社で７年間の営業勤務経験があります。
これらの経験も業務に活かして、会社に貢献していきたいと考えております。
＜私の ON・OFF＞
入社して間もないため、業務面については、今のところコメントできることは少ないのですが、一日も早く戦力になれるよう、
日々努力を重ねております。基本的にインドア派なので、オフタイムは専ら映画やドラマ、お笑い番組鑑賞をしています。
食べ歩きも趣味なので、新型コロナが終息したら、東京や大阪で飲食店巡りをしたいです。
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★出産おめでとう★
≪市村秋乃

（亀田学校給食センター）

11 月 17 日 彩紅(りく)ちゃん （第 2 子）誕生≫

出産前は皆さんに沢山ご迷惑をおかけし、 支えて頂いてこの度、元気
な女の子を 出産して 2 児の母になりました。 ありがとうございました。
≪續木 美里

（藤花・小阿賀 給食室）

12 月 1 日 海斗(かいと)君 （第 2 子）誕生≫

3,562g の元気な男の子が産まれました。すくすくと育っており、
にぎやかな毎日を送っています。これからも家族・育児の両立を
頑張ります。
≪佐藤 悠里

（車場デイサービスセンター 給食室）

12 月 1 日 結音(ゆの)ちゃん （第 2 子）誕生≫

コロナ禍ですが、母子共に元気に出産を迎えることが出来ました。
可愛い女の子で、お兄ちゃんに可愛がってもらっています。ありが
とうございました。
≪山際 友恵

（西川学校給食センター ）

1 月 3 日 莉冬(りと)ちゃん （第 1 子）誕生≫

妊娠中、職場の皆様には温かいお言葉とお心遣いを頂きまして、
誠にありがとうございました。おかげさまで１月３日に元気な女の子
を出産致しました。
≪本間 美憂 （燕愛宕の園 給食室 ）

1 月 4 日 初奈(うぃな)ちゃん （第 1 子）誕生≫

予定日より１０日早く出産しました。小さめでしたが日に日に大きくなり、
色々な表情に毎日癒されています。

【ニュース・トピックス】
●店舗運営事業部の制服について
昨年 12 月より、店舗運営事業部にてマネージャー及び調理スーパーバイザー
スタッフを中心に日本フードリンクのロゴ入り制服を着ることになりました。
店舗を管理する組織の一員としてふさわしい行動をとり、パフォーマンスの向
上に繋げるようにしています。
●業界団体の動向
当社が加入している日本給食サービス協会及び日本メディカル給食協会の給
食サービスに関する動向についてご報告致します。6 月 1 日よりすべての食品等
事業者は HACCP に沿った衛生管理に取り組む必要があるため、必要な情報を随時確認して検討しており
ます。また、新型コロナウイルスの感染症に関する最新の情報を共有し予防策等に役立てるようにして
おります。
広報誌ふーどりんく
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