
感染症対策についてのお願い 
●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。 

◆1/14・21(木)              通所外出行事 

               「北海道立埋蔵文化センター」 

◆1/18(月)         通所調理レク 

               「どら焼き作り」               

◆1/29(金)                            入居行事 月・星あかり 

                                           「鍋会」 

◆1/13・27(水)                理美容サービス 

◆1/7・14・21・28(木)         歯科診療 

◆1/15(金)                     新年もちつき 

◆1/18(月)                     パンの日 

◆1/23(土)        ＧＨ あかり館お誕生会 

◆1/27(水)                    身障ＤＳ 外出行事 

             「買い物ツアー ザビッグ江別店」 

               

北叡会 新入職員紹介 

社会福祉法人 北叡会   夢あかり 

社会福祉法人北 叡 会 理 事 長 天野 一城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

夢あかり     あるての杜     夢結路  

新年明けましておめでとうございます。 

今年は、全事業所大過なく穏やかに年明けを迎えることができました。 

今年の干支は「申」年ということですが、正確には「丙申」です。さて、どのような一年が 

繰り広げられるのでしょうか。 

申年で丙の年というのは６０年ぶりで、前回は１９５６年。歴史にヒントを探ると、日本経 

済白書に「もはや戦後ではない」と記され、戦前の経済水準を超えるまでの回復を見せた年 

だそうです。また、日本が国際連盟に加盟し、国内では横浜・名古屋・京都・大阪・神戸の 

５都市が初めて政令指定都市とされました。 

干支の中で「申年」は、「騒ぐ年」とされています。マイナスの側面としては株価が安定し 

なかったり、紛争や相剋が起こりやすい年と一般的には言われますが、これに「丙」が冠す 

ることで太陽の性質を持つ「丙」の楽観的で温かさをもたらす特性に影響を受け、この年に 

起こる紛争や相剋関係は、日没後に太陽の熱が冷めるように妥協や譲歩によって解決しやす 

い流れも得られるとか… 

新年早々まるで占いのようなお話になりましたが、総括して「丙申年」には「これまでの努 

力が実を結ぶ」であるとか「これまで日の目を見なかったことが形になって現れてくる」一 

年であると言い伝えられていることを知って、我が法人の今後一年間を重ね合わせることが 

でき、ぜひお話ししたいと思った次第です。 

今年、社会福祉法人北叡会は、３つの新事業に取り組みます。一つは特別養護老人ホーム夢 

あかりの増床計画です。２９床の地域密着型小規模特別養護老人ホームが、地域の多世代交 

流スペースを併設して来年４月のオープンを目指して着工します。また、昨年４月に開業し 

たサービス付き高齢者住宅夢結路も、住宅型有料老人ホーム２２室と障がい者向け賃貸住宅 

９室を増築。こちらも来年４月のオープンを目指します。 

何より早く手掛けるのは、あるての杜の運営する障がい者グループホーム１０室(予定)の、 

今年４月１日の開業です。あるての杜は、障がい者の就労継続支援A型事業所を昨年来運営 

していますが、より障がい程度の重い方を想定した、就労継続支援B型事業所の整備開業の 

準備を始める年でもあります。 

以上の増築・整備・開業計画に取り組むに当たって、其々の事業所がこれまで努力してきた 

ことの集大成の年となりますし、法人の今後の１０年を占うような「形」が整う一年にもな 

るのだと心新たに気を引き締めています。新しいことに着手するときの苦労や困難は経験済 

みですし覚悟もできておりますが、今年はそのことを乗り越えるというより、これらのこと 

を通して、今まで日の目を見なかったことが形になって現れてくれることを期待する一年に 

したいと思います。 

本年が皆様に取って健やかで幸多い一年となりますよう心より祈念し、年頭のご挨拶とさせ 

て頂きます。 

  

 

社会福祉法人北 叡 会 理 事 長 天野 一城 

ヘルパーステーション結の謌 

佐藤 裕美（さとうひろみ） 

一日でも早く、皆様のお名前、お顔を覚えら

れる様一生懸命がんばります。宜しくお願い

します。 

生活相談課  

及川 奈美（おいかわなみ） 

生活相談課 

辻道 里恵（つじみちりえ） 

調理員 
藤田 徳子（ふじたのりこ） 

米森 雅江（よねもりまさえ） 

この度、事務員として働かせて頂くことにな

りました。少しでも皆様のお役に立てる様頑

張ります。 

結の謌で食事対応として勤務しています。

笑顔で提供していけたらと思っています。

宜しくお願いします。 

1月から厨房でお世話に

なっております。 

藤田と米森と申します。

配膳中、館内で見かける

事もあるかと思います。ぜ

ひ気軽にお声かけくださ

い！宜しくお願いします。 

◆1/14(木)                     お餅つき 

◆1/19(火)                     早苗クラブ様 慰問 

◆1/22(金)         パンの出張販売 

◆1/13・27(水)            理美容サービス 

1月からお世話になっております、石井と申

します。皆様のお力になれるよう、努力して

まいります。よろしくお願い致します。 

事務部 総務課 

石井 文将（いしいのりまさ） 
1月から夢あかりで働いております看護師の

榊と申します。入居者様と元気で楽しく過ご

せるよう頑張ります。よろしくお願い致します。 

自律支援部 自律支援課 看護 

榊 須美子（さかきすみこ） 

今年から働かせていただてます小川と申し

ます。短い期間ですが、よろしくお願い致し

ます。 

自律支援部 自律支援課 デイサービス 

小川 拓也(おがわたくや） 

1月1日付で派遣から看護に配属された松

田です。「笑顔」で入居者様と接し、皆様と

も連携し業務に努めたいと思いますのでよ

ろしくお願い致します。 

自律支援部 自律支援課 看護 

松田 淳子（まつだあつこ） 

12月よりお世話になっております。初めての

事ばかりで戸惑っていますが、皆さんに教え

てもらいながら明るく楽しく働きたいと思い

ます。どうぞ、よろしくお願いします。 

自律支援部 自律支援課 看護 

渡辺 ひとみ（わたなべひとみ） 

1月1日付で派遣社員として、夢美はなに配

属になりました。利用者の皆様が笑顔になれ

るように、お手伝いしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

自律支援部 自律支援課 デイサービス 

柿崎 佳代(かきざきかよ） 



新年明けましておめでとうございます 

【お品書き】 
赤飯・鰆の西京漬け焼

き 

豚の角煮・筑前煮 

数の子・栗きんとん 

黒豆・生酢 

 謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

 本年におきましては、「地域密着型特別養護老人ホーム29床」事業をこの夢あかりに 

併設して運営するよう工事を開始、翌年3月の開設に向け取り組みます。 

 この事業には多世代交流スペースを設け、今まで以上に地域の皆様に、この夢あかり 

を活用していただけますよう、職員一同、一丸となって努力して参ります。 

 また、昨年は北海道新聞にこの夢あかりが掲載されたり、道外も含めた福祉施設より 

多数の見学や研修のご依頼を受けたりと実に充実した1年でした。 

 本年も慢心せず、オムツゼロに代表される高品位な施設サービスが提供できるよう精 

進して参りますので、皆様のご支援、ご鞭撻のほど何卒お願い申し上げます。 

 江別地域複合型ライフケアセンター 夢あかり 総合施設長 吉谷 敬 

社会福祉法人 北叡会   夢あかり 

正 面 玄 関 セミパブリックスペース 

神様がやってくるための目印とされている角松。今年も夢あかりの正面玄関に 

設置されました。名物の鏡餅は今年も存在感十分！セミパブリックスペースの 

夢あかり神社ではおみくじを楽しまれる姿が見られました。 

神様の目印と言われる門松です！ 大きな鏡餅！ 夢あかり神社です！ 

おみくじと参拝はお正月の定番ですよね！ 夢あかり神社前で記念撮影♪ 

元旦の特別メニュー！美味しそう！ 

  

 

 

玄 関 風 除 室 

12月土岐真司

様が誕生日を

迎えられまし

た！結の謌よ

りふかふかの

座布団と生活

相談課からは、

今回はお花で

はなく、毛糸

の帽子をお贈

りしました！ 

↑座布団を背もたれに。帽子を被ってハイチーズ！！ 

お誕生会  

（結の華） 

結の華では、12月のお誕生会が行われ、岩田様が感激の涙を

流す場面もありました。その後は、斎藤賢三様がお祝いに北島

三郎を熱唱してくださり、笑顔があふれた誕生会となりました。 

☆岩田 秀子様・高田 トメ様おめでとうございます！

お誕生会  

（結の謌） 

早苗クラブ（地域自治会）さんによる慰問公演 

12月15日早苗クラブのメンバーによる、

慰問行事が結の華で行われました。尺八

の演奏をされる方や、津軽民謡を披露し

て下さる方など様々で、楽しい時間は

あっという間に過ぎてしまいました。 

↓尺八の演奏からスタート

←↓津軽の出身の方

が素晴らしい民謡を

披露して下さり、リ

ズムに合わせて踊っ

て下さる方も！ 

←↓→高桑

様・斎藤

様・原様も

自慢の歌声

を披露して

下さいまし

た！ 

↑最後に会長の種崎様からのご挨拶です 

↑大きな

声援を送

ります！ 

↑熱唱する斎藤様。 

12月、職員が大掃除をしていた所、入

居者様もお手伝いくださりました。み

なさん、ありがとうございます！お陰

で館内がピカピカになりました。 

↑雑巾の絞り方から伝授です！ 

↑柱の汚れが気になります。 

難しそうで

す。↓→ 

愛嬌のあるお顔で

すね→ 

お正月のレクレーションのご様子

です。職員お手製の福笑いで初笑

い！！ 



夢あかり 

あるてのお正月 

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。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。 

 昨年は、4月からの介護保険制度改定など事業所にとっては厳しい年となりましたが、職

員一同ご利用者様やご家族様との出会いを大切に、より多様なニーズに応え皆様に充実した

日々を過ごして頂けるよう創意工夫をしながらサービスの提供に取り組んで参りました。 

 そして、障がい福祉サービスにおいては市内で未整備であった就労継続支援A型事業

「ジョブクルーあるて」と「相談支援事業所あるて」を開設し、運営していく中で生活の基

盤となる「住まい」を整備する必要性を感じた年でもありましたので、本年は「共同生活援

助事業（グループホーム）」の整備を進め、障がいを持っている方々が「仕事」や「住ま

い」を選択し、より多くの方が地域生活の充実を図れるよう事業を展開していきたいと考え

ております。 

 今後におきましても、地域の方々や関連法人との連携を図り、多様なニーズにお応えでき

るサービスを提供できる様、また、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まいります。 

 まずはこうして新しい年を迎えられたことに感謝し、皆様に心からお礼を申し上げます。                                    

                                                                

                    福祉創造空間あるての杜  施設長 猪狩 早苗 

 

社会福祉法人 北叡会   あるての杜 社会福祉法人 北叡会   夢結路 
 

 

 

 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。 

 旧年中は、ご入居者様、ご家族様、地域の皆様より格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございます。 

 おかげさまで無事に新しい年を迎えることができました。 

 夢結路は昨年4月に開設し、たくさんの方にご入居いただきました。すべてが初めての中、わずかで

はありますが行事も開催でき、入居者様に楽しんでいただける場となっていると幸いでございます。 

 また、小規模多機能型居宅介護事業所結の華、ヘルパーステーション結の謌もご利用者様、ご家族様

にお世話になりました。 

 本年には「住宅型有料老人ホーム」と「身体障がい者向け住宅」を既存建物に併設して運営できるよ

う準備をすすめ、翌年4月の開設に向け、取り組みます。現在入居中のご入居者様、ご利用者様に安心

して過ごしていただける環境づくりや、サービスの質の向上を目指すとともに、新規開設の事業につい

ても利用していただける皆様に愛される住まいとなれるよう、職員一同取り組んで参りますので、今後

とも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結路 館長 只野 咲江 

 

 

 

 

    

  正 面 玄 関  

 正 面 受 付 

↑どちらも美味しそうです！ 

夢結路はお正月飾りで彩られました 
お正月飾りにも意味があります。門松を目印に神様はやってきま

す。 

鏡餅は神様へのお供え物であり、拠り所です。二つの丸は陰(月)と

陽(太陽)を表し、二つ重ねることで円満に年を重ねるという願いが

込められています。 

大

吉

の

皆

さ

ん

♪ 

１２月３１日・夕 １月１日・昼食 

大吉のおみくじを皆さ

んにもお届けします。 

 お正月のお食事 

新年明けましておめでとうございます 



夢あかり 2015年12月9日 夢あかり総出で行われた、餅つき行事の様子です！ 

入居者様も職員も気合をいれてぺったん！ぺったん！ 

楽しい餅つき行事は今年も大盛況でした！ 

集まりましたね！さあ、餅つきを始めましょう！ 

騒がしくってすいません！ 

クリスマスは食事まで楽しい♪特別メニューです！ 

それ！美味しくなあれ！ 

お二人の息がピッタリ！ 楽しい空気が伝わってきますね！ 

サンタ軍団が登場！ 

みなさんいい笑顔を見せてくれました！ 

お菓子のプレゼントを配りに夢あかりに 

サンタ軍団がやってきた！楽しいクリスマスを 

振り返りましょう！ 

↑協力して2つのツリーが完成！記念写真です♪ 

↑大きいね！ 

結の華では、クリスマスの前に

皆さんでクリスマスツリーの飾

りつけを行ってくださいまし

た！ 

↑飾る物が沢山あり     

みなさん真剣です。 

12月24日、クリスマスイブにクリスマス行事を開催いたしました！ 

クリスマスらしい食事を召し上がり、午後からは夢結路にサンタク

ロースが駆け付け、プレゼントを配りました！＾＾ 

トナカイさ

んが皆さん

のプレゼン

トを運びま

した！！ 

プレゼントをお渡ししながら、記念撮影を行いました！ 

皆さんもプレゼントに喜んでいただきました。 

午後のおやつはクリスマスケーキ！華と謌に分かれてデコレーションを思い思いに飾り付けます。 

ステキなクリスマスケーキが出来ました！ 

結の謌は2班に分かれて飾り付けました♪ 

みなさん、お味は 

いかがでしょう！？ 

生クリームを全部乗せ！ 

豪華です♪ 

皆さんでおいしくいただきました！ 

12月24日クリスマスイ

ブの昼食は、オムライス

にホワイトソースが良く

からみ、大満足！ 

12月25日クリスマスの夕

食は、パエリアとカニグ

ラタン、チキンにサラダ

と、御馳走で彩られまし

た！ 


