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◆1/２０（水） デイサービスあるて 誕生会

◆1/２０（木） デイサービス風の音色 誕生会

◆1/２１（金） 住宅あるて 誕生会

◆1/2６（金） 訪問理美容

◆1/２８（金） 街・雪あかり出前行事（すし一丁）

◆1/２８（金） 路・虹・街あかり・風・綿つむぎ 誕生日会

◆1/２０（木） 結の華・住宅誕生日

◆1/２６（水） 訪問診療

◆1/２６（水） 訪問理美容
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①

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う面会制限

いつも面会制限につきまして、ご協力ありがとうございます。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、引き続き警戒が必要と参酌し、ご家族様及び

関係者の方には大変ご迷惑をおかけしますが、『面会休止』を継続させて
頂きます。何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◆1/１１（火） Ｂ型ジョブクルー レク「鏡開き」

◆1/２３（日） ＧＨはなきりん 特別食の日

◆1/３１（月） Ａ型ジョブクルー デリバリーランチ「ほっともっと」

夢あかり

夢つむぎ

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。

入館制限を実施しております。

▷入居者様へのお届け物は、事務所でお預かりし職員がお部屋まで

お届けします。

▷入館が必要な際は、15分程度で常時換気をお願いします。マスク・フェイス

シールドの着用、使い捨て手袋の着用のご協力をお願いします。

入
館
制限中

あるての杜

※新型コロナウイルス感染症の流行状況により、予定を延期または中止する場合がございます。



２０２１年夢結路のクリスマスイベントは１２月２４日。感染症予防対策

もあり、今年も全員で集まってのクリスマスのお祝いは

中止し、各お部屋へ職員がお伺いしプレゼントをお配り

しました。実用性あるプレゼントと、アマムの焼き菓子を

持ってサンタコスチュームでご訪問🎄

アマムの

クリマスマスケーキ

いちごのサンタ♡

１月の予定

訪問理美容 ・・・ １月２６日（水）

訪問診療 ・・・ １月１９日（水）

１月２５日（火）

誕生日会 ・・・ １月２０日（木）

新型コロナウイルス感染症流行状況により、訪問理美容は中止になる場合もございます。

訪問診療もお部屋への訪問を限定する場合もございますので、予めご了承ください。

2月の予定

訪問理美容 ・・・ ２月 ３日（木）・２６日（水）

訪問診療 ・・・ ２月 ２日（水）・ ８日（火）

１６日（水）・２２日（火）

誕生日会 ・・・ ２月１７日（木）

職員サンタと一緒に📷

お食事の際にサンタから🎁 使ってくださいね🎁

ロビーに大きな

ツリーでお迎えします！

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

謹んで年頭のご祝福を申し上げます。

昨年11月末に理事長に就任致しました湊屋洋一と申します。

北叡会の施設開設当初から一定期間ではありますが、役員として関わらせて

頂いておりました。

本年は開設10年という節目を迎え、その中で改めて関わることが出来ることに

ご縁を感じるとともに、感謝申し上げます。

今年の北叡会は、介護福祉・障害福祉の現場で職員の皆さんが日々培ってきた

経験や実績が存分に利用者様へ還元出来るよう、また、職員の皆さんが誇りを

持って働ける職場環境作りを目指します。

そして、その職員によるサポートを受けながら、利用者様並びにご家族様が安

心して生活出来るよう支援することに努めて参ります。

私自身、初心に戻り、職員の皆さんと一緒に、利用者様のために一歩一歩確実

に進んでいきたいと存じます。

まだまだ至らない点が多々ありますが、年頭にあたり、当法人がおかれている

今の現状を十分にご理解いただいた上で、皆様一人一人のご協力を改めてお願

い申し上げます。

この新しい年がより佳き年になるよう心より祈念いたしまして、年頭の挨拶と

させていただきます。

社会福祉法人 北叡会

理事長 湊屋 洋一



③

玄 関 風 除 室

新年明けましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は新型コロナウイルスの影響の中、皆様方には、様々のご協力を賜り

厚く御礼申し上げます。

昨年は、感染拡大を受けて、面会や研修はオンラインなど感染防止の対策を行い

ながら少しずつ諸行事も再開して参りました。また、ワクチン接種の加速もあり

ようやく、対面での面会を開始したばかりではありましたが、急激な感染拡大を

受け、対面での面会を中止させていただく運びとなり、ご家族様には大変ご迷惑

をおかけしております。一日でも早く安心して生活できる日を願わずにいられま

せん。

今後も皆様のお力、ご協力を頂きながら、地域に根ざし、共生できる施設として

職員それぞれが力を合わせて、今後も努力して参りますので、本年もこれまで同

様のご支援の程、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あかり・夢つむぎ

施設長 粕谷 美佳

社会福祉法人 北叡会 夢あかり・夢つむぎ

今年は夢あかり神社と夢つむぎ神社に手作りの鳥居を設置しました。コロナ禍で

外泊もなかなか難しいなかですが、少しでも入居者様にお正月の雰囲気を味わって

いただきたく、元旦にはお正月メニューを、そして力自慢の職員がついたお餅を

召し上がっていただきました。

夢あかり夢つむぎのお正月 謹賀新年

神社参拝のご様子 餅つき大会の様子

みなさん、そのお顔は大吉ですね！

今年も一年健康で過ごせますように！

今年も一年、よろしくお願いします！！

よいしょー！！どっこいしょー！！

つきたてのお餅をお汁粉にしていただきました！

お
正
月
メ
ニ
ュ
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夢結路
2022

毎年恒例「夢結路神社」 お正月花でお出迎え

元旦朝のお食事
玄関のお花も

お正月仕様

元旦お昼のお食事

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。

昨年は、新型コロナウイルス感染が世界にまで広がり、これまでに経験のない緊急事態宣言

が全国に発令される中、江別市内においても緊急事態宣言や蔓延防止策による飲食店の時間

短縮や制限等の対策がなされていました。夢結路におきましても感染対策強化として、

ご家族様、入居者の皆様には面会規制、制限と緩和を繰り返し、また外出、外泊の自粛と

ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

また、居宅介護事業所 結の音が9月に休業となりケアマネジャーの変更等、皆様には大変

ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。今後ともご不明な点等ございましたら、

気兼ねなくご相談頂けるよう精進して参りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

本年も引き続きコロナウィルス感染症（変異株）対策を行いながら、レストランでの食事の

再開及び各諸行事の開催等出来るよう、皆様の健康の安全を第一に考慮し職員一同一丸と

なって努めて参ります。

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。

江別地域複合型ライフケアセンター 夢 結 路

館 長 猪 狩 早 苗

入居者様の御参拝

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

現在、夢結路では江別市内の飲食店等の新型コロナウイルス感染症クラスターを受けて、感染症対策予防を

一段階強化させていただいております。入館される方のマスク着用に加え、今までもご協力いただいており
ましたがフェイスシールド着用、面会時間を３０分から１５分間程度への短縮とさせていただいております。

ご入居者様、ご家族様へはご迷惑及びご不便をおかけいたしますが、何卒ご協力くださいますよう お願い致

します。



身障ＤＳ デリバリーランチ すし一丁

Ａ型ジョブクルー

～ クリスマスパーティー ～

ＧＨはなきりんのＸｍａｓ ＆

大晦日ＳＰ特別メニュー

いつもの「お弁当」をお休みして、アマムから「バー

ガーセット特別Ver.」をデリバリーしました♪

ドリンクの代わりにレモンケーキをプラスしてを

皆で美味しく頂きました！

★クリスマス特別メニュー★

エビピラフ・フライドチキン

ポテト・ベーコンチーズ巻き

コンソメスープ

アマムのクリスマスケーキ

皆さま大好物の「お寿司」をデリバリー！ 人気の選べるセットから
お好きなメニューを選んで美味しく頂いています。

ランチの後はサンタに仮装（？）してクリスマスを皆で楽しみました。

サイコロをふって…「何が出るかな～」と皆で遊びました。

Ａ型ジョブクルー

デリバリーランチ 「アマムバーガー」

今年のクリスマスは２日間にわたって開催しました！
「ビンゴ大会」をメインに皆でクリスマスケーキや

お菓子を食べながら楽しく過ごしました。

ビンゴ大会の景品GET！
何が入っているのかな？

★大晦日特別メニュー★

年越しそば・お刺身盛り合わせ

いなり寿司・旨煮・茶碗蒸し

和菓子・みかん

豪華

年越しメニュー！

12月17日（金）に、12月生まれの皆様の誕生会を開催致しました。今月は夢あかり、夢つむぎあわせて5名の

方が誕生日を迎えられました。オードブルやケーキ、誕生日プレゼントに喜んでいただき、とても楽しい誕生

会となりました。

虹あかり

石黒 泰助様 彩つむぎ

石河 祐子様 桜あかり

佐藤 タケ子様

窓あかり

髙橋 英子様

雪あかり

渋倉 マサ子様

職員も仮装をしてお祝いしました！

②

④

記念に１枚！100歳おめでとうございます！！

皆さんと一緒にお祝いしました♪

12月14日（火）星あかりに入所されている髙田トメ様の百寿の記

念行事が行われました。職員が何カ月も前から企画し、盛大にお祝

いさせていただきました。昼食に、髙田様の好きなメニューを召し

上がっていただいたり、ケーキやプレゼントにも感動される姿がと

ても印象的で素敵な一日となりました。

夢あかり

大きなプレゼント！！

なかには何が入ってるのかな？

ケーキも

ビックサイズ！！



新年明けましておめでとうございます

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☆クリスマス会

ゆめみ野こむぎ工房 ドルチェ＆ベーカリーカフェ アマム

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

謹んで新春のお慶びを申し上げます。

皆さまには日頃より当事業所の運営に多くのご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。

令和4年1月31日をもちまして「あるての杜」を閉鎖する運びとなり、「身体障がい者デ

イサービス」が夢あかり施設内へ移転することになりました。ご利用者様の増加に伴い、

皆さまに過ごしていただく生活スペースが手狭になってきていたことが課題にもなってお

り、このたびの移転においてハード面だけではなく職員体制も含め、より安心して過ごし

ていただける環境を目指し整備いたします。

各事業所においても感染症予防対策が当たり前の生活スタイルとなっておりますが、基

本的な感染対策は継続しつつ、状況に応じた行動制限を慎重に検討していきながら楽しみ

をもって生活を送っていただけるよう職員一同努めて参ります。

今後とも皆さまのご支援、ご鞭撻のほど何卒お願い申し上げます。

今年もアマムのクリスマスケーキを囲んでクリスマスパーティを

開催しました。白石事業所では、心ばかりのプレゼントも用意さ

れ楽しいひと時を過ごしました。

《1月の新作ご紹介》

１月の新作バーガーは名古屋の
みそカツをアマム風にアレンジ♪

オリジナルの香味豊かな味噌ダレ

が美味しさアップ！

みそカツバーガー

単品：５１８円 セット：６４８円

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。

新型コロナウイルス感染症が継続

する中、たくさんのお客様に当店へ

足をお運び頂きましたこと、厚く御

礼申し上げます。

本年もスタッフ一丸となって安心・

安全・美味しい商品を提供できます

よう努めて参りますので、一層のご

愛顧を賜わりますよう宜しくお願い

申し上げます。

アマム店長 徳中

北海道産の北あかりと明太
マヨがベストマッチ♪

めんたいポテト 180円

ふわトロのマシュマロが
癖になります♡

スモアココア 230円

白 石

白石事業所では「Ｘｍａｓリース」

を作成し売店で販売しました！

ＸｍａｓプレゼントＧＥＴです～カシスムースケーキ 美味しかったです 
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歳おめでとうございます！！

念行事が行われました。職員が何カ月も前から企画し、盛大にお祝

いさせていただきました。昼食に、髙田様の好きなメニューを召し

上がっていただいたり、ケーキやプレゼントにも感動される姿がと

サンタさんからのクリスマスプレゼント★

皆さん、クリスマスの衣装がとてもお似合いです♪

⑤



新年明けましておめでとうございます

社会福祉法人北叡会 あるての杜

センター長 髙本 亮

社会福祉法人 北叡会 あるての杜 あるてのクリスマス

12月22日（水）デイサービスあるてではクリスマス会を催しました。

歌で始まり、おしり文字ゲーム、じゃんけん大会で盛り上がりました！

あるての杜の12月は、クリスマス行事♪

たくさんの笑顔をお届けいたします。

住宅あるて

「12月の誕生会」
中身は

戦利品！

アマムの特製ケーキです。

12月25日（土） 住宅あるてでクリスマス会をおこないました。サンタさ

んからはプレゼント♡クリスマスケーキを食べたり、楽しく過ごしました。

12月17日（金）に、あかり館で本間なほゑ様(81歳)のお誕生会が行わ

れました。あかり館の皆さんとお祝いの歌を歌いお祝いしました。

旧年中は格別のご厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

すでに皆さまにもお知らせしておりますが、このたび誠に勝手ながら令和4年1月31日を

もちまして「あるての杜」を閉鎖する運びとなりました。

平成18年10月の開設以来、長年にわたる皆さまのお力添えに深謝いたしますとともに、

閉鎖に伴いご迷惑をおかけすることを深くお詫び申し上げます。

2月以降につきましては法人の事業再編を図り、デイサービス事業は「夢あかり」施設

内に移転、集約することで職員体制を充実させサービスの向上に努めて参りますので、

今後とも変わらぬお引き立てのほどよろしくお願い致します。

末筆ながら皆さまの益々のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。

おしりの動きに注目～

クリスマスソングを皆さんで歌いました♪開会のあいさつです。

あかり館の皆さんとご一緒にいただきました。

職員サンタによるおしり文字クイズ！皆さんで当てます～

皆さんとお祝いの歌も歌いました。

じゃんけんポン！

職員とのじゃんけん勝負！

寿司とそばと天ぷら、茶碗蒸しでお祝い♪本間 なほゑ様 81歳♪

指先ハートで♡参加者の皆さんと
職員と一緒に～笑顔でパチリ！！

クリスマス特別メニュー！

じゃんけんに勝つとプレゼントの
トイレットペーパーが貰えます。

皆さん喜んで頂けましたか？プレゼントは、暖かい靴下です。

職員サンタより、皆さんにプレゼントをお渡ししました。

きらら館の皆さん

あかり館の皆さん


