
夢あかり 夢つむぎ 夢結路 あるての杜 てるす
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②

新年のご挨拶

謹んで新春の祝詞を申し上げます。

旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

令和２年を迎えられたご利用者さま、ご家族の皆さま、北叡会に対してご支援、

ご協力に惜しみない格別なご高配を賜っている関係者の皆さま、日夜、ご利用者さま

の目線で少しでも豊かな日々と生活環境になるように創意工夫をされながら仕事

されている職員の皆さまにおかれましては、今年も健やかに新春をお迎えのことと

お慶び申し上げます。

北叡会は、少子高齢者時代を迎えて本法人としての社会的役割を果たすことを

年頭の課題として取り組んで参りました。そのためには全職員の智慧と想像力、

そして実践力を結集し、一つひとつ誠意をもって試行錯誤を繰り返し、その可能性を

最大限に引き出すための努力を遂行した令和元年であったと回想しています。

今後の北叡会は、全職員が一丸となってご利用さまへのサービスの質的向上を図る

ためにも、より一層の精進をして参ります。さらには社会の変化や家族機能の変容に

合ったニーズに応えながら 社会的役割を果たす使命を忘れることなく、 全職員が

ワンチームになって邁進しなければならないと考えます。また、お互いが認め合い、

決して権限が特定の職員に集中しないことにも配慮しなければなりません。

主人公は、ご利用者さま、ご家族の皆さまですが、それを支えている全職員も同じ

主人公でなくてはなりません。全職員が仕事に対して、高揚感やモチベーションを

持てなければ、信頼も信用は生まれず単なる 「生活の場」 「働く場」 でしかなく、

主人公であるご利用者さま、ご家族の皆さまに対して、責任ある行為を遂行すること

ができません。

私たちは、社会という舞台で役割を演じているアクターであることを認識すること

で、北叡会の存在価値が生まれるかと思います。そのことによって北叡会の新たな

歴史を刻むことになり、ご利用者さま、ご家族の皆さま、地域の皆さまから支えられて

北叡会が歩んでいくことができるのです。

現代社会は、自立と多様性の共存が問われる「共生社会」が求められています。

北叡会は、地域社会の一員として、「共生社会」の時代に向き合い「人生100年時代」

に相応しい、安心して生きる喜びを感じながら暮らせる環境を目指しています。

今年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、開催のコンセプトは

多様性と調和が謳われ、あらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め

合うことで共生社会をはぐくむ大会にすると明記されています。このコンセプトは、

北叡会が歩むべき道標となる標題に一致しているかと思います。 その一つの実践と

して北叡会では、関係者の皆さまからのご協力を得ながら、昨年11月にカンボジア初と

なる高齢者福祉施設（国立高齢者ケアセンター）に介護用の寄贈品を贈呈することが

できました。

わが国の法人では、はじめての国際協力となりカンボジア王国社会福祉省（MoSVY）

からは、感謝の言葉が届いています。 北叡会としては既存意識から脱却して、

グローバル化したわが国の高齢者福祉政策を積極的に取り入れ、 外国人技能実習生を

受け入れるなど新時代「令和」に合った基軸を構築しながら、例え困難な路であっても

北叡会を発展させるための挑戦を続ける所存でおります。

最後になりましたが、 今年も変わらぬご指導ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し

上げます。また、ご利用者さま、ご家族の皆さま、関係者の皆さま、職員の皆さまの

ご繁栄とご多幸を心からお祈り申し上げます。

社会福祉法人 北叡会

副理事長 赤 塚 俊 治
（ 東北福祉大学 教授 ）
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【お品書き】
・赤飯

・壱の重

伊達巻、華蒲鉾、生酢

栗きんとん、黒豆

・弐の重

寿海老、チキンロール、数の子

松の華、カニ花巾着

お正月の定番、おみくじと参拝の様子です！

元旦の特別メニュー！

玄 関 風 除 室

夢あかりの笑門と玄関の門松です！ 今年の夢あかり・夢つむぎの神社です！

新年明けましておめでとうございます
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆様におかれましてはつつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

また、日頃よりご家族様、地域の皆様、関係機関の皆様には、多大なるご支援、ご協力を

いただき厚く御礼申し上げます。

「夢あかり」は開設して９年目、「夢つむぎ」におきましても３年目を迎えております。

昨年は、夢あかり、夢つむぎにとってケア方針の転換を図るべく業務改善の取り組みを進めて

参りました。そこには、これまで自立支援介護に取り組んできたからこそ見えてきた、

ご利用者様一人一人の人としての「尊厳」や「幸福感」を重視したケアや行事企画に力を

入れていくといったケア方針です。

そして、介護職員が多職種との連携により多角的視点をもって一人一人の“望むこと”を

大切に寄り添う介護を実現していきたいと考えております。

本年におきましても、入居者様がより安全で安心な居心地の良い場所であり、皆様がいつでも

気兼ねなくお立ち寄り頂ける場である様、職員一同心を込めたサービスに努めて参りますので、

皆様方のご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

江別地域複合型ライフケアセンター 夢あかり・夢つむぎ

施設長 猪狩 早苗

社会福祉法人 北叡会 夢あかり・夢つむぎ

今年も夢あかりと夢つむぎの両方の正面玄関に鏡餅と門松が設置されました！

どちらも存在感十分！名物のセミパブリックスペースの夢あかり神社と

夢つむぎ神社も設置！おみくじを楽しまれる姿が見られました。

④

ご家族勢揃いですね♪

あるての杜

みんなで力を合わせて作りました！ 美味しく出来ましたよ！

華あかりでは、サンドイッチ作りを行いました。自分で作ったサンドイッチのお味は格別で、

皆さんのいい笑顔に達成感を感じますね…♪

月 島村 雅美 様

綿 後藤 トメ 様

桜 早坂 奨六 様

彩 石河 祐子 様

サンドイッチの具を作りましょう！ 完成♪

ご家族並んで記念撮影！

皆さんおめでとうございます！

お祝い膳！
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皆さんの楽しそうな

笑顔頂きました～♪

皆さんクリスマスモードです！

「メリークリスマス！！」

・クリスマス寿司

・バジルチキン

・リースサラダ

・コンソメゼリー寄せ

・ロールツリーケーキ

手作りリース♪

皆さんいい笑顔ですね♪

華あかりの皆さんはクリスマスリース作りもお願いしました！とても可愛いですね♪

アマム特製クリスマスケーキ！

正面玄関 鏡もち

⑥

⑩

社会福祉法人 北叡会 夢結路

新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えの事とお慶び申し上げます。

旧年中は、ご入居者様、ご家族様、地域の皆様、並びに関係機関の皆様からの温かい

ご支援、ご協力を頂き、心よりお礼申し上げます。

昨年１０月より施設長に就任し、施設ではなく住宅として学ぶことも多くありまし

たが、ご入居様、ご家族様には、いつも温かく声をかけていただき感謝申し上げます。

まだまだ微力ではありますが、「安心のある住まい」また生活の中により多くの楽し

みを見つけて頂けるよう精進して参ります。

「夢を結び、想いを路にするための住まい」を実現すべく、お一人おひとりの立場に

立って心温かいサービスの提供に職員一丸となり努めて参りますので、皆様方の

ご支援のほど、宜しくお願い申し上げます。

江別地域複合型ライフケアセンター夢 結 路

施設長 粕 谷 美 佳

伝統的な遊び「福笑い」

今年も笑顔で始まりました！

今年も一年、健康で過ごせますように！

夢結路神社で初詣

夢結路では今年も事務所横に「夢結路神社」を設置しました。

年末年始のお食事は株式会社シエル様のご協力にて、特別メニュー

を提供させて頂きました。結の華では昔ながらの遊び、「福笑い」で

楽しまれ過ごされております。

★大晦日の夕食★

★元旦の昼食★
⑦



正面玄関 鏡もち

夢結路★クリスマス会

12月といえば、クリスマス！！夢結路でもサンタさんからのプレゼントと

ケーキを準備し、皆様にクリスマスの雰囲気を味わっていただきました！

職員が一生懸命練習し、ハンドベルを披露！

クリスマスパーティーも盛り上がりました！

⑨

⑩

12/19(木)、結の華では12月生まれの利用者様のお祝いを

させて頂きました。住宅では、夕食に誕生日特別メニューと

ケーキをご用意させて頂きました。

皆さんと一緒にお祝いしました♪

誕生日を迎えられた皆様です！おめでとうございます！！

12月のケーキはクリスマス仕様。美味しく頂きました！

皆さんと一緒にお祝いしました♪

住宅では、誕生日特別メニューとケーキでお祝い！
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新年明けましておめでとうございます

福祉創造空間 あるての杜

施設長 石井 文将

今年も宜しく

お願いいたします！

社会福祉法人 北叡会 あるての杜

〈ＧＨあるて きらら館〉

皆さま元気にお正月を迎えました

あるて正面玄関

きらら館みんなで作成した

ちぎり絵です！

素晴らしい作品ができました！！

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

昨年中は、ご入居者様、ご家族様、地域の皆様、関係機関の皆様より暖かいご支援や

ご理解を賜り厚く御礼を申し上げます。

当施設は、平成18年10月に特定非営利活動法人 あるての杜により開設し、14年目を

迎えようとしております。平成24年には、社会福祉法人 北叡会 へ全事業移管譲渡し、

この14年という歴史の中で、専門性と特色を活かしながら、地域福祉のニーズや時代に

応じることができるよう取り組んで参りました。

「グループホームあるて」におきましても、開設より皆様のご支援のもと運営させて

頂いておりましたが、令和2年2月1日に「住宅型有料老人ホーム」へ事業転換すべく、

皆様のご協力を頂きながら進めております。『施設』から『住宅』へ転換する事により

介護保険制度における様々なサービスを利用しながら、住み慣れた環境のもとで、より

一層安心した生活ができるよう努めて参ります。

また、「グループホームひまわりの郷」「デイサービスセンターあるて」「おおあさ

東町デイサービス風の音色」におきましても、それぞれの特色を活かしながら、利用さ

れる方々のニーズにお応えできるよう、職員一同『心』を込めたサービス提供に努めて

参りますので、皆様のご支援、ご鞭撻のほど何卒お願い申し上げます。

正面玄関 鏡もち

ＧＨあるてでは華やかな

お節料理を頂きました♪

⑩

12月8日（日）きらら館 佐藤タケ子様87歳の誕生会

が開催されました！

あるてのクリスマス

12月10日（火）

園児たちから太鼓演奏や歌の発表あと、手作りのプレゼントを頂きました。

あるての杜では12月はクリスマスの行事が目白押し♪

たくさんの笑顔をお届けいたします。

ＧＨあるて

「佐藤タケ子さま誕生会」

12月18日（水） 慰問 「手話・歌・あやとり」様

12月25日（水）

ＧＨあるて Ｘｍａｓ会
サンタクロースがプレゼントを

持ってＧＨあるてにやって来ま

した！

慰問

歌あり、ダンスあり職員も参加し、

大盛り上がり！！

みんなで歌って踊って楽しい

ひと時となりました。

当日はご家族様にもご参加頂き

とっても嬉しそうですね❤

素敵なプレゼントを

頂きました！

慰問

おめでとうございます！

12月25日（水）

ＧＨあるて Ｘｍａｓ会

アマムのクリスマスケーキ♥
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社会福祉法人 北叡会 夢あかり・夢つむぎ

新年明けましておめでとうございます
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

昨年は既存事業の安定化と支援体制の強化を図る年として取り組んで参りました。

開設1周年を迎えた「就労継続支援Ｂ型事業」及び「ゆめみ野こむぎ工房アマム」につき

ましても順調に運営することができており、皆様のお力添えとご愛顧の賜物であると深く

感謝申し上げます。

現在、北叡会の全職員のうち約８.５％が障がいのある方です。近年は多くの企業で人材

不足が深刻化している中、「働き方改革」が求められ、多様な働き方に応えていく為にも

障がいの有無に関わらず、職員が個々の力を発揮できる環境を整備していけるよう取り組

んでいきたいと考えております。

今後も障がい者の就労及び生活全般のサポートを強化できるよう、職員一同努めて参り

ますので、皆様のご支援、ご鞭撻のほど何卒お願い申し上げます。

社会福祉法人 北叡会 障がい者就労支援センター

Ｂ型ジョブクルー《江別》 レク「ボーリング」

Ｂ型ジョブクルー《白石》

旧年中は格別のご厚情を賜り

誠にありがとうございました。

沢山のお客さまに支えて頂き、

心より感謝申し上げます。

本年も変わらぬお引き立て

一層のご愛顧の程、よろしく

お願い申し上げます。

アマム店長 徳中

ゆめみ野こむぎ工房

ドルチェ＆ベーカリーカフェ アマム

フィッシュバーガー

４３２円

アマムのクリスマスケーキ♥ 全員で「ビンゴ大会」🎵

12月は事業所内で「クリスマス会」を開催。

美味しいクリスマスケーキを食べながら、メインイベントの

「ビンゴ大会」をしました。可愛い景品に大盛り上がりです！

ツリーも皆で

準備しました。

Ｂ型ジョブクルー《江別》で初めてのレクとして厚別パークボウルに行ってきました。

齋藤支援員の指導のもと、皆さま頑張ってスコアを上げてらっしゃいました！

ほっと

ひと息

てるす事業部 障がい者就労支援センター

センター長 髙本 亮

⑫ ⑬

クリスマス慰問行事 手話歌あやとり

身障ＤＳ 外食行事 アムアムバーガーを食べに行こう♪
アマム大人気の「アムアムバーガー」を食べに行ってきました！ 熱々のバーガーを口いっぱいにほおばるとお肉の旨味が◎

今年もツリーと記念撮

影。天井に届きそう

なツリーは皆で飾り付

けをしました。

歌や踊りで

元気に盛り

上げて下さ

いました！

トナカイも登場♪

Ａ型ジョブクルー レク「蔦屋書店」
12月は仕事が終わってから久しぶりに「蔦屋書店」へ行ってきました。店内のカフェで

ゆっくりした後は目的の「イルミネーション」を見学。とても幻想的で素敵でした♪

ＧＨはなきりんのＸｍａｓ
今年はクリスマスオーナメントを利用者さまと

一緒に作成しました。

★クリスマス特別メニュー★
オムライス クリスマス・チキン

マムケーキサラダ ア

具だくさんコンソメスープ



感染症対策についてのお願い

◆1/18（土） GHあるてあかり館・GHひまわりの郷 誕生会

◆1/23（木） デイサービス風の音色 誕生会

◆1/28（火） GHあるてきらら館・通所行事 誕生会

身障ＤＳ 誕生会「慰問公演：夢一座」

◆1/29（水） 全体行事 餅つき

◆1/10（金）全体行事 餅つき ◆1/15（水） 入所行事 華あかり いももち作り①

◆1/22（水）入所行事 虹・窓あかり誕生日会 、 桜・路あかり誕生日会、 華あかり いももち作り②

◆1/30（木）入所行事 街・雪あかり新年誕生日会

◆1/9、16、23、30 歯科診察（毎週木曜） ◆1/15、29 訪問理美容（隔週水曜）

◆1/15（水） もちつき行事 ◆1/16（木） 結の華誕生会

◆1/9、15、29 訪問理美容

新入職員紹介

●発熱・関節痛・下痢・嘔吐などの症状がある場合(同居のご家族等、周囲にいる方も含む)は来所をお控え下さい。

●上記症状がなくとも、ご来所の際には正面玄関にて靴裏と手指の消毒の徹底をお願い致します。

また、手洗い・マスクのご使用にもご協力下さい。

◆1/11（土） Ｂ型ジョブクルー〈江別〉レク「鏡開き」

◆1/17（金） Ａ型ジョブクルー レク「鏡開き」

◆1/21（火） Ｂ型ジョブクルー〈白石〉レク「鏡開き」

◆1/23（木） ＧＨはなきりん 外食行事「スシロー」

◆1/28（火） 身障ＤＳ 誕生会「慰問公演：夢一座」

就労継続支援Ｂ型事業所

ジョブクルー

岩崎 佳恵
（いわさき よしえ）
12月12日（木）よりアマム

厨房で働くことになりました。

美味しいパンを利用者様と

一緒に作ってまいります。

どうぞ宜しくお願い致します。

新たに入職になった職員です。

施設内でお見かけの際には

お気軽にお声掛けください。
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