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理事長 挨拶

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。

今年の干支は、己亥(つちのとい)です。亥は、十二支の最後にあたり植物に例えると草木が成長を終

えて姿が整った状態を指しているそうです。

また、組織に当てはめると成熟した組織が内なる充実をはかり、次のステージの準備をする年です。

今年北叡会は、法人開設9年を迎えます。まさしく次のステージを迎える為の準備の年、次の年とは、

法人開設10年を迎える２０２０年であります。

我が北叡会は、ノーシス「叡智・直観的認識」いわゆる感性、想像力、知恵とそして「調和と自己実

現」を理念に掲げ、またその理念を遂行する真理として「夢を追うエネルギー」のkeywordをMVPに

あるとしました。

Mは、Missionを指し、自らがchallengeすべき夢や目標としました。

Vは、Visionを指し、Missionに至る具体的道筋としました。

Pは、Passionを指し、夢や目標に向かって燃やす情熱としました。

なお、この北叡会が存在する限り継承される思想として、次のような文章を北叡会の「こころ」とし

て添えました。

人間が持つ豊かな感性は、人との関りを得て知識を知恵にし、知恵が理念に触れ意思のチカラを持つ

ことにより深い意義をたたえる「叡智」へと育まれます。

社会福祉法人北叡会は、そこに働く職員の豊かな感性と、その職員たちが紡いでいく様々な出逢いを

通して楽しく学びあう機会を大切にします。

また、高い技術や知識はもとより叡智を結集して、「どのような社会や環境にあっても、心豊かに幸

せに生ききること」を支え続ける存在であるという願いを込めたことを昨日のことのように思いださ

れます。

この間、毎年のように事業を広げ現在に至っています。

昨年11月には、障がい者就労支援Ｂ型事業とtie-upし、ドルチェ&ベーカリーカフェアマムを開店

しましたが、本格的に稼働させるのは年明けからだと思っています。地域の方々にほっこり笑顔に

なって頂ける美味しいパンやスウィーツを提供できる様スタッフ共に努力致したいと思います。

また今年は、北叡会の念願でもあり、職員の福利厚生でもある保育園事業の開設計画が遂行され他に

も、国際福祉事業部アジア健康構想推進室も当法人副理事長の赤塚氏（東北福祉大学教授）が現在カ

ンボジア政府から招へいを受け、既に昨年12月に渡航しております。この事は、外国人初、当然日本

人としても初めてで北叡会にとりましても大変光栄な事でもあります。

カンボジアの高齢者福祉法の素案作りや高齢者施設の運営計画等々、今後のカンボジアの福祉施策の

方向性、また、国としての社会保障を占う体制整備に大きな影響をもたらすことと思います。

併せて「アジア福祉基金」の創設も、赤塚氏の活動を支える一翼となってほしいと思います。北叡会

は、こうした国際的な活動を通し、社会福祉法人の唯一の設立目的である社会貢献含む国際貢献とし

て共に邁進したいと思います。

今年は、法人として、こうした事業の布石となるような活動を計画的にしていきたいと思います。

己亥(つちのとい)である今年は、それぞれの事業の足元を固め、法人理念の一つである「調和」を

基本に据え、組織としてのクオリティを高めたいと決意を新たにしています。

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み

ますので、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。

社会福祉法人 北 叡 会

理事長 天野 一城
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玄 関 風 除 室

新年、明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎えのことと存じます。

旧年中は一方ならぬ御高配にあずかり誠にありがとうございました。

現在、当法人の副理事長であります、赤塚教授がカンボジアに発た

れ、国の福祉を構築、調整を行っております。同時に、現在推進室も

技能実習生受け入れと同じくしてカンボジア国の福祉制度構築のお手

伝いをさせて頂く為に各団体等にお声がけをさせて頂いている状態で

す。その為、いざとなった際は皆様の御協力を仰ぐ事もあるかと思い

ますが、その際はどうかよろしくお願い致します。

皆様に益々ご繁栄がありますよう心よりお祈りし、新年のご挨拶と

させていただきます。今年も何卒ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い

致します。

北叡会 国際福祉事業部

アジア健康構想推進室 室長 三浦航平



 　　　　　8月　　東北福祉大学　赤塚顧問来所　　　/　　　アルテ祭外国人留学生参加

 　　　 10月　　世界市民の集い参加　　　/　　　留学生アルバイト開始

       10月　　カンボジア社会福祉省、高齢者福祉施設出張訪問　　　/　　　慶州ナザレ園出張訪問

       12月　　出張報告会、外国料理試食会

 　　　　7月　　ベトナム(ハノイ)送り出し機関訪問　　　/　　　ドリーム感謝祭外国人留学生参加

　　　　 8月　　東北福祉大学　　　/　　　あるて祭外国人留学生参加　　　

 　　　　6月　　東北福祉大学　赤塚教授来所　　　/　　　ベトナム料理試食会

 　　　　3月　　社会福祉法人北信福祉会、医療法人社団東北福祉会、東北福祉大学　出張訪問

みなさんクリスマスモードです！

感謝の花束贈呈は路あかり南雲様より

東北出張。

赤塚顧問と合流し、施設訪問。

・社会福祉法人北信福祉会様

・東北福祉大学様

・医療法人社団東北福祉会様

赤塚教授が来訪されカンボジアの

福祉制度の状況をお話して頂き、

この時からカンボジア支援はス

タートしました。ホームシック予防

に繋がるように、日本の食材で越

南料理を作ろうと試みました。

吉谷常務、天野係長、長瀬指導

員で越南実習生の故郷ハノイを

訪問。多くの送り出し期間を実

際に見て学んでまいりました。

今年のドリーム感謝祭に外国人

留学生参加。北叡会の国際化

の一歩となれば嬉しく思います。

赤塚教授来訪。今回は栄養課の粕

谷部長、傳法室長にも参加を呼び

かけ、カンボジアの現状を理解して

頂きました。赤塚教授は栄養課の

栄養学をカンボジアに活かしたいと

の考えがありました。

・ドリーム感謝祭、あるて祭と参加をし

てくれた留学生の郭豊文さん、アルバ

イトとして北叡会に参加致しました。

・国際交流センター主催で開催された

世界市民の集いにも参加。多くの外

国人の方が江別に住まれている事が

わかりました。

・カンボジア社会福祉省は赤塚教

授へ高齢者福祉の講師を依頼、同

氏より同行依頼を受け北叡会も介

護福祉講習の為参加。

・太平洋戦争、朝鮮戦争時に韓国

に嫁いだ日本人がいる施設を訪問。

混乱期に日本人の保護と支援をし

たのがナザレ園です。

2018年で最も重要な物になった

カンボジア・韓国出張。12/3に

出張報告会を開催しました。参

加者は夢あかり、夢結路、やわ

らぎ職員約100名。カンボジアと

韓国の料理を皆様にお配りしま

した。



【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！

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！

③

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。

今年度もおかげさまで、「夢あかり」・「夢つむぎ」事業は順調に推移しました。

「地域交流拠点笑美つむぎ」におきましては、囲碁・将棋・ヨガ・介護予防等各種サークルの

地域の皆様にたくさんご利用いただき、誠に感謝申し上げます。

また、昨年は国際福祉事業部の活動も活発で、私は7月にベトナム、10月にはカンボジアに

行ってまいりました。特に高齢者福祉がこれから発展していくカンボジアについては

政府からの要請で赤塚副理事長と共に、現地で研修を行ってきており、この眼に、

「カンボジア福祉の明治維新」を焼き付けてまいりました。

今年度は日本もグローバルな政策転換が印象的な１年だったような気がします。

私たちも東南アジアを中心に来年度はますますグローバルな１年にしたいと考えております。

そして、自立支援介護を世界に発信できるような準備の１年にできたらと考えております。

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

皆さんの楽しそうな笑顔頂きました～♪

【お品書き】
・赤飯

・壱の重

伊達巻、華蒲鉾、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

花かつら、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！

H31年元旦の特別メニュー！

夢あかり神社と夢つむぎ神社です！ 夢あかりの鏡餅と門松です！

おみくじは、いかがでしたか？！

夢あかりの笑門です！

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と

夢つむぎ神社を設置！皆様が参拝し、おみくじを楽しまれる姿が見られました。

⑨



玄 関 風 除 室

夢あかりのサンタ！みなさんクリスマスモードです！

「メリークリスマス！！」

私は、う・さ・ぎ♪

・パエリア

・バジルチキン

・カナッペ

・星ポテト

・ポタージュ

・デザート（３種類）

皆さんの楽しそうな

笑顔頂きました～♪

これぞ、ツリーヘヤー♪

私達、

夢あかりのピンクレディよ～！！



あかりクリスマス

早坂 奨六 様 松崎 正一 様 武内 智惠子 様 若松 アキヱ様島村 雅美 様

篠原 和子 様 後藤 トメ 様

石河 祐子 様

華あかり 出前行事
12/21華あかりで、出前料理を楽しみました。

美味しそうな料理を前に、思わず笑顔に会話も

弾みます。楽しい昼食でした。

彩・綿・風つむぎ

みんなで力を合わせて作りました！

彩・綿・風つむぎのホットケーキづくり行事は、

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…♪



社会福祉法人 北叡会 あるての杜

謹んで新年のお喜びを申し上げます。

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。

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、「認知症対応型通所介護」及び「地域密着型通所介護」（おおあさ東町デイサー

ビス風の音色）が開設となりました。

グループホームあるて、グループホームひまわりの郷におきましては、ご利用者様がより

楽しく充実した毎日をお過ごし頂けるよう、自立支援に向けた取り組みを進めており、各

事業所それぞれが専門性と特色を活かしながら皆様のニーズにお応えできる様、取り組ん

でまいりました。

本年におきましても、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

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

ＧＨあるてでは華やかな

お節料理を頂きました♪

⑧

新年明けましておめでとうございます



あるてのクリスマス 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（火）

ＧＨあるて Ｘｍａｓ会

12月13日（木）

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あと、手作りのカレンダーをプレゼントして下さいました。

デイサービスで

大切に使わせて

頂きます。

慰問

12月20日（木） 慰問 「にこにこ一座」
日本舞踊や琴の演奏、最後は全員で歌を歌い、会場は大いに

盛り上がりました！

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！

12月18日（火）

ＧＨあるて 慰問 「夢一座」慰問
民謡や三味線による踊りが披露されました。 懐かし曲の数々に、

思わず皆さま口ずさんでいらっしゃいました。

12月13日（木）きらら館 佐藤タケ子様の86歳の

誕生会が開催されました！

ＧＨあるて

「佐藤タケ子さま誕生会」

プレゼントは「お洋服＆ソックス」です。

とっても嬉しそうですね❤

慰問



皆さんの楽しそうな笑顔頂きました～♪

⑩

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、新たに「就労継続支援Ｂ型事業」及び「ゆめみ野こむぎ工房アマム」を開設致しま

した。サービスの対象者が更に拡大されたことにより、日常生活や社会生活上の支援など、

より幅広いサポートが必要となります。就労面の支援のみならず、関係機関と連携しながら

就業生活の継続と生活全般の自立支援を目指すとともに支援体制の強化を図る為に、障がい

福祉サービス部門を「障がい者就労支援センター」として運営体制も改めました。

平成30年度の障がい福祉サービスの報酬改定では就労支援系サービスに成績評価が導入され、

事業所としても事業経営の在り方を問われる内容となりましたが、できる限り高水準の賃金

を得て一人でも多くの方が自立した地域生活を目指す事が出来る環境となるよう、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。

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

社会福祉法人 北叡会 障がい者就労支援センター

冬

限定

可愛らしい

雪だるまの

中に２種類

のクリームが

入っています！

●悪魔のブディーノ ２２０円

当店オリジナ

ルのコーヒー

プリン！

ほろ苦い大人

の味です。

吉田ブランジェの

おすすめは、「クロ

ワッサン」！

改良を重ね、サッ

クリと風味よく美

味しくなりました。

・クロワッサン

２２０円（税込）

大味スタッフのおすす

めは「天使のフォセッ

ティ」♪ 甘味をおさえ

たカスタードクリーム

たっぷりのシュークリー

ムです。

・天使のフォセッティ

１７０円（税込）

●スノーマン ２００円

猪狩スタッフのおす

すめは「カプチーノ」。

クリーム状に泡立て

たミルクを❤型にラ

テアートしました！

・カプチーノ

３８０円（税込）

（税込）

（税込）



身障ＤＳ 買物ツアー 「イオン江別店」

師走…ということで、身障ＤＳでは「イオン

江別店」へ買い物に行ってきました！

皆さま、年末年始に必要な雑貨を買った

り、おやつを買ったり、一目散に目的地へ

向かってらっしゃいました。

クリスマス時期なので、イオンの大きなツ

リーの前で集合写真をパチリ。

来年も良い年となるよう、皆でツリーに

祈りました♪

Ａ型ジョブクルー Ｘｍａｓ会 Ｂ型ジョブクルー

★お仕事レポ★

㊧焼き菓子に使用

するバターをカット

しています。

㊨焼き上がったパンを

入れる箱を洗浄してい

ます。

【就労継続支援Ｂ型の利用について】

アマムの店舗内外において作業を行う、就労継続支援

Ｂ型の利用をご希望の方は、ジョブクルー 伊藤 まで、

お気軽にお問い合わせ下さいませ。

ＧＨはなきりん

はなきりんのお正月は

帰省の方が多かったの

で、静寂な新年となり

クリスマスの夕食は、アマムのケーキを囲んで

ご馳走が並びました。手作りのフライドチキンに、

マリネ、ピラフ、ミネストローネ等、職員が腕に

よりを掛けて作りました♪

消
防
士
の
皆
さ
ま
に

避
難
と
消
火
器
の
使

い
方
を
指
導
し
て
頂

き
ま
し
た
。



④

新年あけましておめでとうございます。

社会福祉法人 北叡会 夢結路

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。

夢結路は平成27年に開設し、北叡会にとっても、まだまだ新しい組織であります。

職員にとっても経験したことのないことが多々あり、昨年は感染症の発生対応や９月に

発生した北海道胆振東部地震のブラックアウト等では、ご入居者様をはじめご家族の皆

様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、それは職員ひとりひとりの経験となり、また

職員間はもちろん、事業所間及び関係法人との団結力も発揮され、マイナスをプラスに

転じることが出来たと感じております。また、介護保険施設とは違う住宅事業として、

「安心した生活のなかで、もっと入居者様に喜んで頂きたい」という職員の思いを具現

化すべく、様々な行事等にも挑戦できた一年であったと思います。

今年も新たなことにチャレンジしつつも、入居者様の夢結路での生活が輝けるよう、

『夢を結び、想いを路にするための住まい』を実現すべく、職員一同「心」を込

めたサービス提供に努めてまいりますので、皆様方のご支援のほど、よろしくお願い申

しあげます。
江別地域複合型ライフケアセンター夢 結 路

施設長 石 井 文 将

正面玄関内

＜鏡餅＞

夢結路のお正月

★元旦の昼食です★
（協力：株式会社シエル）

今年も夢結路では、正面玄関に門松と鏡餅を飾りました。



㊧焼き菓子に使用

するバターをカット

しています。

夢結路神社

夢結路の事務室横に 「夢結路神社」 が出来ました！（期間限定：１月１１日迄）

な、な、なんと！ この「夢結路神社」は、施設長の手作りなんです！！！

仕事が終わってから、夜な夜なひっそりと作業をして、作ってくれました。 更には、賽銭箱も手作りです！

夢結路へお越しの際には、是非 ご参拝を！ 札幌八幡宮様からの御神籤もあります！

※お賽銭につきましては、北海道胆振東部地震の義援金として寄付させて頂きます※

12月25日(火)、結の華にてクリスマス会を開催致しました！

職員によるピンクレディーのダンスあり、大ビンゴ大会あり、

クリスマスソングの演奏ありで、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

特別メニュー及びアマムのケーキをご提供し、大好評でした！

★アマムのクリスマスケーキ★

職員によるピンクレディーダンス！

アマムのケーキ、甘くて美味しいね！

商品ゲット！！

ビンゴゲームで



◆

～編集後記～

あけましておめでとうございます。

今年のお正月は天候にも恵まれ、穏やかなお正月が迎えられたことと思います。

皆様はどのようなお正月を迎えられましたでしょうか。

元日の朝日を見た時、穏やかに力強く輝く太陽の光に感動と安らぎを感じたと

同時に、お日様に力強く背中を押してもらった感もありました。

来年2020年、北叡会は開設10年を迎えます。よって、今年は次のステージを

迎える準備の年、原点回帰する年でもあります。

ご利用者様をはじめ、ご家族様、関係各社様等、北叡会とつながる多くの方々

に日々感謝を忘れず、北叡会が皆様方にとって太陽の光のような存在となれる

よう、力強く邁進してまいりたいと思います。

今年も変わらずご指導・ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

法人本部事務局 熊谷・久田・齊藤

◆1/16（水） 全体行事「新年餅つき」 ◆1/16・30（水） 理美容サービス

◆1/10・17・24・31（木） 歯科診療

◆1/16（水） 結の華誕生日会 ◆1/17（木） 新年お餅つき

◆1/16・30（水） 理美容サービス

◆1/16（水） 新年もちつき ◆1/19（土） ひまわりの郷誕生日会

◆1/24（木） 風の音色誕生日会 ◆1/24（木） ひまわりの郷 運営推進会議

感染症対策についてのお願い
インフルエンザやノロウイルスが、流行する時期となりました。

面会等で施設にお越しになる際には、下記についてご確認いただき、

感染症の発生や蔓延の防止にご協力をお願い致します。

●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。



凛
石井　文将

稼 今 率
谷村　亜紀 山脇　竜也 元井　洋佑

夢結路職員　今年の抱負を漢字一文字で！

笑
山下　麻弓

絆
小田　祐一

実
坂口 恵利子池田　農

平

安 新 到
北川　彩乃 山田　幸子 正木　陽子

空
辻崎　順子

№１

夢 結 路：号外
～ 夢 を 結 び 、 想 い を 路 に す る ～

社会福祉法人 北叡会

江別地域複合型ライフケアセンター

夢 結 路

江別市ゆめみ野東町１番地1

℡（011）391-5100

発行責任者：石井 文将



財 飛挑
岸　伸一 好川　千賀美青木　智剛

進

泰 新 知 挑

辰見　珠代

相馬 亜矢子 石坂 巴瑠奈 小林　綾香 玉木　香帆

紡
上野 久美子

学 和

夢結路職員　今年の抱負を漢字一文字で！

翔
藤井　裕枝 松田　綾子 工藤　美幸

№2



穏 勝 新

恵飛

望
吉田　豊子

佐藤　真理

穏念 光 努
白山　寿彦 佐藤　裕美 好川 亜耶香

夢結路職員　今年の抱負を漢字一文字で！

護志
福嶋　寿子髙口　秀和

清水 智恵子 吉田　将樹 橋本　輝美

今井　弘美佐藤　美羽

№3



吉田　愛美 田中　節子 若崎　美佳 松尾　千秋

幸 希 学 笑

夢結路職員　今年の抱負を漢字一文字で！

辻道　里恵

白崎　茉莉

幸
石井 かおり

登
藤原　愛

心 円

笑

柴田　修

№４

本年も宜しくお願いします！
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