
第204号 
 編集・発行 ケアハウス 清水苑  
 福井県福井市大森町第7号1番地  

  TEL （0776） 98 － 5790 

  FAX （0776） 98 － 5780 

 http://www.shimizuｰen.info 

 Eｰmail：info@shimizuｰen.info 
題字は 理事長 三津井和夫 です 

（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成30年1月1日 

入居者の皆様に新年を迎えるにあ
たり一言頂きました。お名前は伏
せてイニシャルで掲載しております。
水色は男性、ピンク色は女性です。 

別にないので、来年の抱負を言えるようにする Ｍ・Ｔ 

健康回復 Ｔ・Ｔ 

清らかに過ごしたい Ｍ・Ｙ 

充実に有意義に過ごしたい Ｋ・Ｍ 

元気に長生きしたい Ｍ・Ｆ 

いい年になりますように Ｓ・Ｔ 

健康に暮らせますように Ｔ・Ｍ 

食事を完食して元気でありたい Ｈ・Ｏ 

楽しく過ごしたい Ｙ・Ｗ 

楽しく過ごしたい Ｋ・Ｗ 

今年も宜しくお願いします Ｋ・Ｋ 

健康でありますように Ｋ・Ｙ 

健康でありますように Ｋ・Ｕ 

今年もお願いします Ｏ・Ｍ 

良い事がありますように Ｓ・Ｙ 

自立して頑張る Ｍ・Ｓ 

元気で頑張る Ｆ・Ｍ 

働けるぐらい元気に頑張りたい Ｓ・Ｙ 

元気でいたい Ｔ・Ｓ 

みんなＨＡＰＰＹ Ｓ・Ｍ 

充実した生活がしたい Ｔ・Ｍ 

健康に生活したい Ｋ・Ｓ おだやかに過ごす Ｔ・Ｈ 

元気に過ごす M・I 

何にでも参加をする Ｋ・N 

元気いっぱい明るく生きます S・T 

健康第一  N・H 

お腹いっぱい煎餅を食べたい  T・T 

病気にならないように頑張る T・S 

いつまでも健康でいたい K・B 

素直に自分を出したい Ａ・Ｓ 

今年も頑張りたい T・T 

元気でいられれば良い Ｋ・Ｗ 

新しい財布が欲しい Ｋ・Ｔ 

家内安全 Ｍ・Ｔ 

元気でいたい Ｔ・Ｔ 頭がよくなりたい Ｋ・Ｆ 

元気でいたい Ｍ・Ｓ 

将棋が上手くなりたい Ｋ・Ｋ 

無病息災 Ｒ・Ｔ 元気でいれば良い Ｋ・Ｈ 

気落ちしない Ｅ・Ｍ 

健康に気を配る Ｋ・Ｉ 

楽しく過ごす Ｔ・Ｉ 

健康に気をつける Ｋ・Ｔ 

健康でいたい Ｋ・Ｍ 

自立した生活をする Ｋ・Ｔ 

元気に過ごしたい Ｎ・Ｔ 

元気で頑張る Ｍ・Ｎ 

体操休まず参加したい Ｓ・Ｔ 

身体を動かして健康に Ｍ・Ｗ 

清潔に過ごす Ｙ・Ｙ 
いつも明るく過ごしたい Ａ・Ｔ 

一日一日元気に過ごす Ｋ・Ｍ 元気に朗らかに過ごしたい Ｍ・Ｓ 

穏やかに平穏に暮らしたい Ｋ・Ｋ 

元気に過ごしたい Ｋ・Ｔ 

新年のご挨拶 
新年あけましておめでとうございます。法人設立20周年にあたり他所見（ヨソミ）するいとまもなく、ただ此一本の
正道として只管（ヒタスラ）歩んで参りましたケアハウス事業であります。課題は多くその一つ一つを行きつ戻り
つ一生懸命この法人の形跡を辿って見ようと思います。あまりにも未知の第一歩は＜サ・高・住＞にこそあり吾
が唯一大きな岐れ道として私達はＩＳＯとの出会を出現させた次第であります。いわゆる資格とステイタスの偽故
（ニワザ）のＩＳＯではなくＩＳＯとＲＭ（リスクマネジメント）と云うテーマとして、すなわち管理リスクと戦略リスクに
主眼を於いた眞実まことに内面指向のおそらく、全国ではじめてのＩＳＯ開窓として貴重な存在かと自負致してお
ります。これが、ハセップ、良食、そして長く取り組むことになる配食へと多くの窓を開くことになりました。一方人
材に関して申せば、残食ゼロと云う合理の一点をめざす清水苑スタッフ信條をかかげて（平成20年）世間に問い、
他方ＱＣにおいては全人的成長を詠うことに至っております。役職人一同の＜明るく・楽しく・元気よく＞のもと、
ようこそ清水苑の表題で全開明で進もうと致しております。現在の清水苑の扉、叩かんと思われる方々と手をに
ぎり合って大きく羽ばたきたいと存じます。                        清水苑施設長 三津井 和夫 
  
                                       



（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成30年1月１日 

30年度   標題 新年度（29年度）   28年度 

  標題 テーマ開設 手順等   ブランド 平成 地域実践   標題 テーマ開設 手順等 

① スタッフ雇用 育成 
職場環境  
コミュニケーション 

時代制  
発想 

① うるおい 10 法人体型試案   ① 全人性開発 Ｇ・Ｓ 新生活運動 

② うるおいブランド チョイス・ケアハウス チョイス・清水苑 ① うるおい 15 デイサービス   ② Ｇ・Ｓ ← Ｋ・Ｓ Ｓ・Ｓ  理想満室 
月-金 検証カレン
ダー 

③ 良食 検証 検証カレンダー 朝会 ② 清水苑安全報告書 16 第三者評価   ③ Ｇ・Ｓ ← Ｃ・Ｓ Ｓ・Ｓ  理想充実 ＩＳＯ → ＳＳＯ 

④ 地域活動 
地域配食向上 
（ 質・数・声 ）  

継続性  
普及 

② 清水苑安全報告書 17 生活保全 

制度資本 

④ うるおいブランド チョイス・ケアハウス チョイス・清水苑 

⑤ 人生ターミナル うるおいトランク インデビュアル ③ ソーシャルワーク 18 衛生保全 
チョイス・ケアハウス 
有終老後へ向けて 

⑤ 安全報告書 有終老後 キーワード浸透 

⑥ 安全報告書 有終老後 キーワード浸透 ③ ソーシャルワーク 19 全人性開発 地域一体化 ⑥ マーケティング 普及 うるおい広報 

⑦ 老朽化対策 優先順位 
費用対効果  
予算算出 

④ 有終老後 
20 フルページ 
    フルカラー広報   

清水苑報告 うるおい①- 
⑦ 人生ターミナル うるおいトランク インデビュアル 

⑧ 朝会ゼミナール 全人性開発 意識改革 ④ 有終老後 
21 安全報告書 
   費用対効果   

新生活運動 制度資本 ⑧ スタッフの声 改善 良食 

⑨ 施設改革 特定居室 コーディネイター ⑤ 地域活動 
22 中期計画広報 
   生活文化 

検証カレンダー 
うるおいトランク 

⑨ 利用者の声 モデル展開 全施設と共に 

⑩ 
ケアハウス清水苑20周
年 

フルページ 
フルカラー広報 

ＰＲ活動計画 ⑤ 地域活動 
23 ソーシャルワーク 
   地域配食 

生活学 うるおい学発表 ⑩ 社会性 清水苑モデル ＣＩＦ 

1 スタッフ雇用  
  働く側が働き先を選ぶ時代である。選ばれる職場作りを行う。 
  スタッフ育成    
  明るく楽しく元気よく、そして長く勤めて頂く為に 
  コミュニケーションの充実をはかる。 
2 うるおいブランド  
  選ばれる施設作り、広報Ｐ・Ｒ活動を展開し、 
  居室モデルルームと体験ルームの活用を図る。 
3 良食         
  良い食堂環境から美味しい食事に繋がる。良食検証をしっかり行う事。 
4 地域活動      
  地域配食の継続より地域に根付く事で自ずと普及していく。 
  その為に質に拘り多くの方に利用して頂き、地域の声に耳を傾ける事。 
5 人生ターミナル   
  うるおいトランクの整備（入居者と地域住民およそ200人程の 
  災害時の避難先として約5日程の備蓄の整備）を入れ替え含め行う。 

6 安全報告書     
  安心・安全に生活頂く為に、居室空間と共有スペースの環境確認を行う事、 
  定例懇談会による利用者の声を検証する事。 
7 老朽化対策     
  修繕費の予算を算出し、優先順位をつけ行なっていく。 
8 朝会ゼミナール   
  スタッフの全人性の開発、朝会を通じてスタッフの意識改革と教育を育む。 
9 施設改革       
  30年からの3カ年計画により特定居室の確保展開をスタートする。 
  割り当てに応じコーディネイターをたて進めていく。 
10 清水苑20周年   
   フルページ フルカラー広告の実施。 
   Ｐ・Ｒ広報活動計画に落とし込み予算をとって進める事とする。 

予想もしていない台風が福井県に上陸し被害を受け
た方遅くながらお見舞い申しあげます。清水苑の被害
はお陰さまで在りませんでしたが、私ごとですが我が
家被害をうけました。夜中近所の方から電話がなりお
宅の屏が倒れている道の真ん中でした。雨の中（木
造）一緒に手伝ってくださいました。又あくる日職員か
ら水道が出ている家の水道を見ましたが、外に出て
みると水道が折れて噴水のように流れていました又お
隣のご夫婦が見に来て元を止めて収まりました。それ
から残っている屏がきも倒れていました。家の周を見
ると、アンテナが倒れ瓦,やトイも壊れ踏んだり蹴った
りの災難でした。補修工事は来年に 
なると業者ご近所の方に迷惑をかけ 
ました。でも親身になって手伝ってい 
ただきました。有難うございます。 
我が家の出来事でした失礼しました。 
                    Ｋ・Ｍ 

      私達は疾くからスタッフ信條を 
           かかげております。改めて再掲致します。 
          （平成20年） 
  一・私達は常に第一流の福祉力向上を目指します。 
   一・私達は広報力を高く強く掲げて地域ネットワーキングを 
          進めて参ります。 
     一・私達は全人性開発に努め、より良い気づき力と 
       人間理解を深めて行動します。 
     一・私達は人間関係のバランスを維持発展すべく、 
       より良いコミュニケーションを展開いたします。 
     一・私達は世界を観、時代を望み久寶会の求心を心がけて、 
          今日も明るく、元気よく、社会生活に参加致します。 

 


