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グループ会社 社員特集
ようこそ社長室へ
人財開発部だより / インフォメーション

特 集 ﹁:多 様 性 L
( G B Tｓ に) 特 化 し た イベント さっ ぽ ろ に じいろフェスタ 独 占 取 材 ﹂

ワンダーストレージホールディングス社内誌

独占

社内報

取材!!

今号はワンダーストレージホールディングス Presents にて、
初開催のイベントを独占取材！イベントへの想いを聞いてきました！

Proud for Life

LGBTsって知ってる？
WSH
佐藤社長も
登場

自分らしく生きること 互いを認め合うこと

ワンダーストレージ
ホールディングス
（株）

そして誰もが生きやすい、
やさしいせかいに。

開催日時

2022

3.26

10 : 0 0 〜 1 2 :00

Instagram
アカウントで開催！

(SAT)

オ ン ラ イ ン
Instagram
インスタはこちら!
フォローしてね

WSH × SOGI-Mamii's

wonderstorage_hd

当社は、厚別区Sunpiazzaにあるラジオ77.6FM「RADIO ワンダーストレージ FMドラマシティ」のネーミングライツ企
業であることを皆さんご存じでしょうか？合言葉は＜Exciting, isn't it?＞
ワクワクしちゃう社会、ワクワクしちゃうラジオを皆さんとご一緒に創りあげたいと色々な番組を発信しています。このラジ
オのコーナーの一つにLGBTｓボランティア団体「SOGI-Mamii's」がパーソナリティを務め、LGBTsについて、当事者の親
からの目線やトランスジェンダーと発達障害の類似点など、支援者の立場からの気づきを発信している番組があります。
今回ご縁があり、多様性についてのイベントを開催します！イベント冒頭では、佐藤社長がゲストで登場！熱いトークが繰
り広げられますので、社員の皆さん、是非ご視聴ください！
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トークセッション

佐藤 肇祐社長
テーマ
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●

●

●

社会に向けて感じること

札幌市議会議員／元養護教諭

過去と今の教育現場の実態

渕上 綾子さん
テーマ

WSH 代表取締役

多様性について考える社長の想い

竹内 有美さん
テーマ

当事者や教育現場の話を聞こう

●

教育現場に求められるもの

北海道議会議員／トランスジェンダー当事者

カミングアウトしたきっかけ

●

当事者の生きづらさ

ビューティーセッション

理想の自分を手に入れよう

トップスタイリストによる理想の自分になるためのビューティセッション

テーマ

●

美容業界から見るLGBTsとは？

prouced by 株式会社 芭里絵(バリエ)

主催

ワンダーストレージホールディングス株式会社

協力

SOGI-Mamiiʼs

共催

株式会社セブンブレンチ

後援

北海道・北海道教育委員会

札幌市・札幌市教育委員会

SOGI-Mamiiʼsとは？
性的マイノリティの当事者またはご家族を支援するボランティア団体
月に１度の情報交換会を通して、
教育関係・行政・自治体や企業と連携し、
様々な問題の解決の糸口を探すきっかけの場を提供している。

代表：高橋愛紀
(LGBTｓ当事者の母 パーソナリティーとして、
RADIOワンダーストレージにて月3回
「SOGI-Mamiiʼs ハピネス♡Umbrella」
を配信中。
番組内では
「江別SOGIの会」
会長、
LGBT当事者の前滝川市議会議員 舘内孝夫がアシスタントを務め、
LGBTに関わる情報を発信している。
）

行列のできるワンダー相談所窓口では、

すべてのお悩みを受け付けています！

詳しくはP7をチェック!!

従業員なら誰でも無料で使える「行列のできるワンダー相談所窓口」では、全ての悩み事に対して法的・業務的に
相談を受け付けています。LGBTsの相談があった場合は、
「SOGI-Mamii's」
と連携し、解決策を求める体制もできております。
お気軽にご相談ください。
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シンシニアでは

株式会社シンシニア

代表取締役

畠山 由香利
40代 □ 株式会社シンシニア

コロナ対策バッチリです !!

代表取締役

□趣味・特技/お酒をのむこと、
映画鑑賞

シンシニアの由来は？！
昔は違う会社の名前でしたよね！

そうですね！昔はユカリス鍼灸院という
会社名で、
グループに入ったときに株式
はたけやま
会社シンシニアに改名しました！

美味しいお酒を募集中？！

畠山さんはお酒が好き
ということをおききし
ました！

はたけやま

会社名に由来はあるの
でしょうか？！

はたけやま

実は、真摯にシニアに向き合うシンシニ
ア…みたいなダジャレ的な感じで決まっ
たんですよね。鍼って「シン」
って読むの
で「鍼をシニアに」
という意味もあります！

めちゃくちゃ語呂が良い感じですね！

はたけやま

まだシンシニアとしてスタートして3年で
すが、
これからも頑張っていきます！

そうですね！結構一人でお酒を呑むの
がすきなので、最近は一人で酔っぱ
らって楽しくなってます！ノンストレスで
楽しいですよ！

誰も気にせずに楽しめるのもいいで
すね！

お酒はずっとビールだったんですけ
ど、最近は違うのも試してみようかなと
はたけやま 思っていろいろ呑んでるんですよ！
ビール以外でおすすめのお酒ないで
すかね…？

自分はスイーツなのでお酒はちょっと
…！！(笑)

はたけやま

みなさんのおすすめのお酒をおしえて
ください！！！！

コロナ対策万全の業務
うちの鍼灸院って在宅が半分・グルー
プの住宅の患者さんが半分って割合
はたけやま
なんですよね。住宅だとクラスターみ
たいになる可能性があるので結構厳
しい状況なんですよね。
慎重にならなければいけない状況です
よね…
つい先日シンシニアの職員がコロナ
になっちゃいまして、、、
でも
「シンシニ
はたけやま
アの感染対策だったら濃厚接触者に
なる方はいません」
と保健所の方から
言っていただけました！

やっていたことは間違い
ではなかったのですね！

はたけやま

はい！！本当にしっかり対策していて
よかったと思います…。施術で心配さ
れている方が結構多いとは思います
が、シンシニアでは一切ウィル

スを持ち込まないよう対応して
いるのでご安心ください！！
ケーキを提供する
と
きもコロナ対策を
万
全にしないと！！

はたけやま

患 者 さん を 紹 介 し てくれ たら い い ことが ある か も …？

ポジティブ
シンキング
！！
入居者のサ
ポートは
任せて？！

2
ONE CARE

尾崎 里美
40代

3
ONE CARE

古田 舞

□ONE CARE

モチベーションの秘訣とは？
尾崎さんはどのようなモチベー
ションでお仕事しているのでしょ
うか？！

ないしょ！

ふるた

おざき

ワンケアはケアマネっていう事業所に
なるんですけど、入居者さんの大変な
生活をサポートするための必要な計画
書っていうの作成しているんですよ
ね。いい計画書を作るために、自 分 も
ポ ジ ティブ に な る こと が 大 事 な ん
じゃないかなと思っています！

ポジティブに生きるのは大事ですよ
ね！

おざき

ここにいるワンケアのみんなはポジ
ティブな人が多いので、関わるみんな
もポジティブにしていければなと思っ
ています！

ふるた
おざき

はやしだ

なにか仕事上で困っていることっ
てあるじゃないですか。仕事してい
るうえでそういうことってたくさ
んあると思うんですけど、困りごと
や悩み事は家に持ち帰らないよう
にしていますね。

この事務所で相談してるということで
しょうか？

ふるた

そうです！仕事の悩みはな る べく
みんなで共有して解決するように
していますね。一人で悩んでいても
仕方ないので…みんなで考えた方
がいいという思いです！

一人で悩んでると気分が落ちちゃい
ますもんね…

おざき

ONE CARE

林田 亜希子

□ONE CARE

悩み事は家には持ち帰らない！

基本的には明日死んでも後悔しない
ように毎日楽しく生きるというスタ
おざき
ンスで仕事しています！

めちゃくちゃポジティブ
なスタンスですね！！

4

30代

みんなが仕事のスペシャリスト！
林田さんは入社してから2・3ヵ月だとお
聞きしました！ここで働いてみてどうです
か？
はい！私は1年くらいブランクが
あってちゃんと働けるか不安だっ
はやしだ た ん で す け ど 、み な さ ん が ス ペ
シャリストなので本当に安心して
仕事できていると思います！

とても心強い味方で
すね！
はやしだ

おざき

ふるた

そうなんですよ…みなさん知識も
経験もすごく豊富なので勉強にな
ります。わからないことは古田さん
に教えていただいているのですが、
とってもわかりやすいです！！

教えてくれる人がスペシャリストだと安
心して仕事できますね！

（ちょっと持って帰るときもあるけ
どね！！笑）

だから毎日悩み事がなく仕事でき
ています！ここONE CAREのみん
ながポジティブになれる理由の一
つかもしれませんね！！

□ONE CARE

はやしだ

(それもこれも畠山社長のおかげっ
てね！！)
はやく独立して、わたしもスペシャ
リストと胸をはっていけるように
頑張っていきたいと思います！！

い らな い 車 か 、ノート P C が あったらくだ さい！！

ポジテ
ィブで
生きて
ればき
い
っと美
味
しい
ケーキ
もでき
る？！

きな力を奮ってくれています ︒シンシニアの

﹁なんのために?﹂

来月で私は 歳になります︒

たくさんいる中︑精神的な支えになり痛みと

方々の緩和ケアがないと痛みがとれない人が

つのことに打ち込んでいるのは︑小さい頃か

向き合ってくれていますし︑ビリーブの方々は
こんなにも素敵な環境下で従業員の一番前
で走ることができる自分は社長としてとって
も幸せなんだと言う気持ちになりました︒
同時に︑欲も出てきました︒
世の中にはもっとたくさんの人 が困ったこと
になっていますし︑我々の存 在を知らない中
で︑救われない人も多くいます︒
こんなに必死
で会社が︑︑︑従業員が︑︑︑社会的に報われな

考えれば考えるほど︑自分自身の
﹁自身の
いたことがわかってきました︒

いと言う気 持ちになるのは絶 対に嫌だ・
・
・と

に頑張っているのに︑﹁知られない﹂
と言うこと

現状の福祉事業中心の事業プラットフォーム

んはその社会的なインフラの拡大に対して大

合っていると思いますし︑ブリステージの皆さ

障がい者の方々のQOL・QODに日々向き

エイション︑
ルグランの方々は真摯に高齢者・

セブンブレンチやワンダーストレージクリ

見えてきました︒

反 省をすると社 内の良いことがたくさん

しました︒

自分を肯定してあげてなかったという反省を

11

一緒に伸びていきましょう!

これからも皆さんの力が必要です!

があると思います︒

ける会 社という認 識を社 会にしていく必 要

営・運 営を継 続し︑良いサービスを提 供し続

人はいます︒そのためには︑
しっかりとした経

ます︒でももっともっと社 会には助けられる

る結 果であると我々は認 識する必 要 があり

らであり︑望まれていることを真摯にやってい

世の中のニーズに沿った供給ができているか

年商
︵事業規模︶
が拡大すると言うことは︑

言う気持ちにもなりました︒

だ!!!と言う気持ちがとても強く︑ 年の

装して︑拡大し︑今この環境において︑まだま

もがむしゃらに創ってきて︑リリースして︑実

いいところを認める﹂
と言うことが不 足して

ようになりました︒

り越え︑
ここまで来れたんだろうなと考える

境を乗り越え︑さまざまな良くないことを乗

では︑
なぜ創業期の地獄のような苦しい環

ぱいです︒

福祉事業の補佐を真摯にしてくれています︒

歳でしたので 年も一

続く…
第18回へ

らやっていた水泳くらいなもので︑
よくこんな

会社を設立したのが
11

に続いたものだなあ・
・
・と感慨深い思いでいっ

31

42

第17回

な な

7 人財開発部だより

第

回

毎号、人財開発部から皆様へお届け !!

人に関わることや役立つ情報を発信していきます！

人財開発部ってなに ?

社内福利厚生制度「ヘヤワリ」について

採用強化、働きやすい環境づく
りなどノーストレスで働くこと
に注力できる環境の再構築を目
標に取り組んでいる部署です。

従業員の皆様の中には、
お子様が卒業や入学など新たな門出を迎え、
新生活をスタートする方もいらっしゃるかと思います。
そこで思い出していただきたいのが、

です。
社内福利厚生制度の
「ヘヤワリ」

グループ従業員だけでなく、

同一住民票上のご家族も対象となるため、息子様や娘様が
仮に新しく賃貸物件を探すときにも適用することが出来ます。

（※適用には諸条件あるため、
必ずご確認をお願いします。
）

ご希望の方はブリステージ
（担当：笹谷・田口）
までご連絡ください。
電話番号：

���-���-����
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