
夢あかり 夢つむぎ 夢結路 あるての杜



社会福祉法人北 叡 会

理事長 天野 一城

明けましておめでとうございます。

健やかに新年をお迎えのことと謹んでお慶び申し上げます。

北叡会の全事業所共に大過なく穏やかに年明けを迎えることができました。

さて、一昨年は、丙申(ひのえさる)、昨年は丁酉(ひのととり)、何れも騒がしい

年と言われるように、国内外ともに騒がしく不穏で不安な一面もありましたが世

界のバランスで何とか様々な困難を乗り越えられた感がある年であったように思

います。

今年の干支は、戊戌(つちのえいぬ)です。この年は、「チェンジ」新しい動き

が生まれる年。そして、完熟した古い慣習から脱却する年とも言われています。

物事への視点を変えた挑戦やアプローチを変える思考と何れも覚悟を以って変化

を求め成果をだす。まさに北叡会にふさわしい年であります。

昨年、立ち上げた事業である地密特養夢つむぎ、有料老人ホーム夢結路、ケア

プランセンター結の音は共に、経営的にも軌道に乗り、今年は運営内容の強化や

質が期待されるところであります。また、法人は、今年度の取り組むべき、すで

に準備を進めている事業として、あるての杜での就労継続支援A型事業所に加え、

就労継続支援B型事業所の開設を行います。事業所の開設場所は、夢あかりの向

かいの300坪の土地に店舗として約100坪のモダンな洋風の建物を考えています。

内容としては、スイーツ、パン、ピザの製造販売で地域の方々の語らいの場の提

供を目的としたベーカリーカフェを営業いたします。

もう一つは、国際交流です。昨年の10月に、法人内にアジア健康構想推進室を

立ち上げており、施設長を中心に複数体制で準備に当たっています。またアジア

の社会福祉研究の第一人者でベトナムより、その功績が認められ栄誉賞を受賞さ

れている東北福祉大学の赤塚俊治教授を顧問に迎え国際福祉事業部を設置いたし

ました。すでに施設長と推進室係長の二人は、12月14日から20日までベトナム

ホーチミンを訪問し面接の結果、二名の留学生の採用を決めてまいりました。今

後この二人はベトナムの学校で約8か月日本語の教育を受け、今年の１０月には

北叡会に勤務することになります。またこの二人がベトナムの福祉と北叡会をつ

なぐ架け橋になってくれるものと期待しています。

今後法人職員が、アジアの国々と介護技術をとおしての人事交流はもとより、一

歩進んで施設間の姉妹提携等を積極的に勧めていきたいと思います。

今年も職員個々の能力が遺憾無く発揮され、体力ある事業の成熟に向け役職員

力を合わせ取り組む決意でおります。

従前にも増して皆様方のご指導ご鞭撻を賜りますよう衷心よりお願い申し上げ、

新年のご挨拶とさせていただきます。

理事長 挨拶



ベトナム出張について

平成29年12月14日より約1週間、介護技能実習生候補者との面接と、現地視察を目的に

吉谷総合施設長ならびに、推進室 天野係長にてベトナム南部の都市 ホーチミン市へ

赴きました。今回のベトナム訪問にて、ヴァン・アイン・ハオさん、ダオ・ティ・

ニャンさんの2名の介護技能実習生の採用が決定しました。2名は来日に備えて日本語や

自立支援介護の学習期間を経て、平成30年10月頃から、夢あかりにて実習がスタート

する予定となっております。

現地視察においては、ホーチミン市最大のCHO RAY(チョウレイ)病院、さらに

Binh My Nursing Home(ビン マイ ナーシングホーム：日本での老人ホーム)も訪問し、

現地施設の現状の把握を行いました。

ベトナムの歴史の勉強、食文化調査と、現地の35℃前後の気温に負けない熱い風を

感じる事ができた、出張となりました。

ＡＤＣにて行われた面接の様子

採用となった

ヴァン・アイン・ハオさん(左)

ダオ・ティ・ニャンさん(右)

施設視察の依頼文書

フランスや中国の植民地とされていた時代が

色濃く残る街並みです

生徒の皆さんと記念撮影



【お品書き】
・赤飯

・壱の重

伊達巻、羽子板蒲、生酢

栗きんとん、黒豆、お口取り

・弐の重

寿海老、チキンロール、数の子

ホタテとサーモンのテリーヌ

鯛絹田巻き、人参鶴、人参亀

・お雑煮

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

夢あかり神社と夢つむぎ神社です！ 今年は夢つむぎにも鏡餅と門松が！

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、「地域密着型特別養護老人ホーム夢つむぎ」、並びに「地域交流拠点笑美つむぎ」が

無事開設し、おかげさまで事業は順調に推移しております。

また、昨年末にベトナムへ赴き、技能実習の留学生を２名選出しております。

本年10月には入国されますので周到に準備したいと考えております。

さらに、来年度は介護報酬の改定年度となります。聞けば科学的介護・自立支援介護に軸足

を置いた報酬にパラダイムシフトするとのこと。まさにこの夢あかり及び夢つむぎで実践して

きたことが評価されるようになることを、大変嬉しく思っております。

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・夢つむぎ

総合施設長 吉谷 敬

社会福祉法人 北叡会 夢あかり・夢つむぎ

今年は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！

どちらの鏡餅も存在感十分！名物のセミパブリックスペースの夢あかり神社に

加え、今年は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。



笑顔のクリスマス会！夢あかり、夢つむぎにサンタが

やってきた！さらに今年はゴスペルの大合唱もあり、

みなさん一つとなった歌は圧巻でした！

夢あかりのサンタ！ ゴスペルチーム「ＮＰＨマスクワイア」様 サンタのコスチュームで大合唱♪

みなさんクリスマスモードです！

セミパブリックスペースでも大合唱♪

感謝の花束贈呈は路あかり南雲様より

「メリークリスマス！！」定番の「ジングルベル」 リズムにのります♪

・寿司ケーキ

・バジルチキン

・ピンチョス

・マリネ

・パンロール

・お菓子の家

・デザート



街・雪あかり 忘年会
彩・綿つむぎ

雪・街あかりの忘年会の様子です。一年を振り

返りながら、すし一丁の出前料理を楽しみました。

忘年会らしく、とても賑やかな行事でした！

ちらし寿司のお弁当 1年間のスライドショー

多くの家族様が忘年会に駆け

みんなで力を合わせて作りました！

美味しく上手に焼けましたよ！

彩・綿つむぎのクッキーづくり行事は、食べる

楽しみだけではなく、作る楽しみもあるんです！

皆さんのいい笑顔に達成感を感じますね…♪

感謝の花束贈呈は路あかり南雲様より

窓 松崎 正一様

月 若松 アキヱ様
星 武内 智惠子様

風 米澤 幸子様

街 澤田 忠雄様

桜 早坂 奨六様



新年明けましておめでとうございます
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

昨年中は、ご利用者様、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。

あるての杜は、高齢者、障がい者の共生型施設として運営し今年で12年目を迎えます。

介護保険事業においては、これまで変わりゆく制度改定にも柔軟な対応を行いながら、

皆様に充実した日々を過ごして頂けるようサービスの質の向上に努めて参りました。

また、障がい福祉サービスにおいては、平成18年から運営している生活介護をはじめ、

平成27年には「就労継続支援Ａ型事業所、相談支援事業所」、平成28年には「共同生活

援助事業（グループホーム）」を開設。

障がい福祉サービスにおいては、より多くの方が地域生活の充実を図れるよう支援し

て参りましたが、その中でも就労へのニーズは幅広く更なる拡充を図る為、今年は「就

労継続支援Ｂ型事業」の新規開設に向け整備を進めております。

今後とも多くの方々の期待に応えることができるよう職員一同心を込めたサービスに

努めてまいりますので、皆様のご支援の程よろしくお願い致します。

福祉創造空間 あるての杜

施設長 猪狩 早苗

あるてのお正月

〈ＧＨあるて きらら館〉

皆さま元気に

お正月を迎えました

★元旦昼食メニュー★

社会福祉法人 北叡会 あるての杜



パティシエ・ブーランジェがつくる「焼きたてパン」に

「本格スイーツ」、「窯焼きのピザ」などを提供する

“ベーカリー＆カフェ”の開設を予定しております。

～就労支援事業を拡大します～

店舗の運営には、“就労支援事業”のメンバーも加わり、一緒につくりあげていきます。

平成２７年４月に「就労継続支援Ａ型事業所 ジョブクルーあるて」を開設し４年目を

迎える来年度、より多くの“働きたい！”に応える為、「就労継続支援Ｂ型事業」を新たに

開設します。

障がいがあってもなくても「自分の仕事や頑張りが正当に評価され、それに見合った

賃金を受け取ること」「社会参加しながら自立した生活を目指すこと」「自分の仕事に

誇りとプライドをもって働くこと」など、一人でも多くの方がそんな当たり前の事を私たちと

一緒に仕事をしていく中で得る事ができる環境となるよう努めてまいります。

今後とも皆様のご支援のほど、よろしくお願い致します。

多機能型就労支援事業開設準備室

今後は新着情報をお知らせしていきますのでお楽しみに！

開設予定地は「特養 夢あかり」

から徒歩1分！

今春から建物の新築工事が

始まる予定です。

建物の外観などは来月以降に

お知らせいたします。

※写真はイメージです。

開設予定地



あるてのクリスマス

12月15日（金）

あかしや保育園 「太鼓と歌の発表会」
園児たちから太鼓演奏や歌の発表の後手作りのカレンダーをプレゼント♪

お礼に利用者さまから可愛いサンタを手渡ししました。

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。

12月25日（月）

身障ＤＳ＆ＤＳあるて 「クリスマス特別メニュー」

12月18日（月）

慰問 「にこにこ一座」

12月25日（月）

グループホームあるて 「クリスマス会」

皆さまでレクのあと、増子サンタからプレゼントが配られました❤

12月15日(金）

ジョブクルーあるて クリスマスパーティ

手作りの

カレンダーを

頂きました♪

クリスマス仕様の豪華メニュー！

栄養課と厨房の皆さまの力作を

大変美味しく頂きました！！

踊りや琴の演奏、最後は華麗

なマジックで会場は大いに盛

り上がりました！

ケーキを囲んで♫

今年は「カラオケまねきねこ」でクリスマスパーティ♪

皆でサンタやトナカイになって「十八番」を熱唱しました。



12月17日（日）きらら館 佐藤タケ

子様の85歳の誕生会が開催されま

した。 ご家族さまに囲まれてのお

祝いに、とても嬉しそうな笑顔が印

象的でした。

プレゼントで頂いた

ベストは、この冬大

活躍しそうです！

12月9日（土）・10日（日）、東京「ベルサール新宿グランド」にて全国から

約1,500名が参加した就労支援フォーラムＮＩＰＰＯＮにおいて、「ジョブク

ルーあるて」の活動報告を行いました。

ジョブクルーあるて 「就労支援フォーラムＮＩＰＰＯＮ 2017」

ＴＶの公開収録もありました！

あるての杜から12月の笑顔をご報告。ＤＳあるてでは新年へ向けて「絵馬」を作り

願い事をしています。皆さまの願いは叶いましたでしょうか・・・★

おめでとうございます

この一年が素敵な

日々になりますように☆
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夢結路お正月の様子夢結路の新年は、落

ち着いた雰囲気で幕

が開きました。おみ

くじをひかれたり、

お正月飾りを眺めた

り、皆さんのんびり

と過ごされました。

正面玄関

鏡餅(玄関内）

社会福祉法人 北叡会 夢結路

新年明けましておめでとうございます。

２０１８年の年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

日頃より私たち社会福祉法人北叡会、夢結路の運営に対しましてご支援を賜り心より御礼

申し上げます。皆様方のお力添えを頂きまして無事に穏やかな新春を迎えることができまし

た。

さて昨年、夢結路におきましては４月に住宅型有料老人ホーム夢結路の開設、障がい者向

け住宅の増室、６月にはケアプランセンター結の音を開設することができました。

増築に伴いましてヘルパーステーション結の謌、小規模多機能結の華も登録者様の増員、

職員の増員と猛烈に目まぐるしい１年であったと振り返ります。忙しい中ではありましたが、

新たにご入居された利用者様の笑顔や職員の活気ある元気な声を力に変え、一丸となって

日々一生懸命過ごすことができました。

今年は御利用者様、御家族様、地域の皆様や法人内外の事業所との絆、団結力をなお一層

高め、パワーアップして色々な事に挑戦していける「夢結路」でありたいと思っております。

更なるご支援を心からお願い申し上げます。

皆様のご多幸とご健康を祈念し、新年の挨拶とさせて頂きます。

江別地域複合型ライフケアセンター夢結路

1月1日元旦の昼食

福笑い



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。

北叡会 新入職員紹介
健康管理部 リハビリテーション課

作業療法士

山谷 彩（やまや あや）
1月より入職いたしました山谷と申します。入居

者様のより良い生活の為に微力ながらお

手伝いできればと思います。宜しくお願い

致します。

健康管理部 リハビリテーション課

作業療法士

松尾 麻紀（まつお まき）

自律支援部 自律支援課

実務者研修修了者

伊藤 國昭（いとう くにあき）

1月4日から、虹あかりに配属となりました

伊藤と申します。精一杯頑張りますのでよ

ろしくお願い致します。

やわらぎから出向で参りました松尾と申しま

す。まだまだ至らない点も多いですが、一

生懸命頑張りますので宜しくお願い致し

ます。

12月25日(月）、結の華にてクリスマス会、お誕生会を合同で開催

致しました！職員によります、ケーキの作成等も行い、ご参加され

た皆様はとても楽しまれていました♪また、クリスマス当日には、

クリスマス特別メニューをご提供し、大好評でした。来年も皆さん

でお祝いしましょうね！

高田 トメ様 成田 朋子様
ビンゴ大会にて、

皆様に景品が当たりました！

ケアプランセンター 結の音

主任介護支援専門員

菅野 光子（かんの みつこ)

小規模多機能 結の華

介護福祉士

青木 智剛（あおき ともたか)

1月4日より入職致しました。

1日でも早く信頼して頂ける職員になれるよう頑

張ります。

小規模多機能 結の華

初任者研修修了者

小林 綾香（こばやし あやか)

1月5日より入職致しました。介護経験はありま

すが、サ高住の経験が無いので未熟ではあり

ますが、早く慣れる事が出来るように頑張ります

ので、宜しくお願い致します。

◆1/17（水） 新年会行事 慰問「手話歌あやとり」 ◆1/18（木） 新年もちつき

◆1/19（金） ジョブクルーあるて レク「南幌温泉」◆1/20（土） ＧＨあるて あかり館誕生会

◆1/23（火） ＧＨあるて 運営推進会議

ケアプランセンター結の音で12月15日より勤

務しています。久しぶりの夢結路でのお仕事を

嬉しく感じています。介護保険の事等、「ちょっ

と知りたい」等気軽にお尋ね下さい。

～クリスマスメニュー～
12月24日夕食メニュー

・タラのフリット

・あさりシチュー

・小エビのタルタルサラダ

等

12月25日昼食メニュー

・シーフードピラフ

・田舎風スープ

・トマト煮込みハンバーグ

等

◆1/11(木) 全体行事「新年餅つき」 ◆1/12(金)       通所外出 「ホクレン」

◆1/15・22(月) 通所外出「すし笑」 ◆1/10・24(水) 理美容サービス

◆1/11・18・25(木) 歯科診療

◆10日（水） 絵手紙の会 ◆12日（金） 新年お餅つき

◆16日（火） 早苗クラブ様慰問行事 ◆10日・24日（水） 理美容サービス
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