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（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成30年6月1日 

  標題 新年度（29年度）   

  ブランド 平成 地域実践 

① うるおい  10 法人体型試案   

① うるおい  15 デイサービス   

② 清水苑安全報告書  16 第三者評価   

② 清水苑安全報告書  17 生活保全  制度資本 

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 

③ ソーシャルワーク  19 全人性開発  地域一体化 

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- 

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 

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 

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 

30年度 

  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 

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 

③ 良食 検証 検証カレンダー 朝会 

④ 地域活動 
地域配食向上 
（ 質・数・声 ）  

継続性  
普及 

⑤ 人生ターミナル うるおいトランク インデビュアル 

⑥ 安全報告書 有終老後 キーワード浸透 

⑦ 老朽化対策   優先順位 
費用対効果  
予算算出 

⑧  朝会ゼミナール  全人性開発   意識改革 

⑨ 施設改革 特定居室 コーディネイター 

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 

① うるおい 

うるおいブランドとして、広報「うるおい」を通して、清水苑の特徴や取り組
みを発信してきました。うるおい配布数を増やした事により、より多くの方
に興味を持って頂けるようになりました。 

② 清水苑安全報告書 
うるおい195号（清水苑と医療の取り組み）より、入居者の現状把握を行
い、198号（取り組みから見えた事）にて生活環境の整備や整備事例を取
り上げ報告を行っています。2年に一度の建物調査を依頼し、役所に報告
しております。その中での改善必要箇所においては30年度の老朽化対策
として取り組んでいきます。 

③ ソーシャルワーク 
計画として掲げた主旨は施設入居者や地域高齢者（配食サービス利用
者）に対して、社会生活（日常生活）を送る上での課題や問題を探り、対象
の方が安心に生活できるように福祉サービスや施設サービスを利用して
頂く実践的取り組みです。実際に29年度は日々の業務日誌や各スタッフ
の日誌から問題を取り上げ、Ｇ・Ｓ（ゼネラルスタッフ）を中心として改善を
重ねる取り組みを実践してきました。 

④ 有終老後 
③であげた、ソーシャルワーク実践を通して清水苑利用者の有終老後に
繋がるように計画とさせて頂きました。清水苑に入居されたが、最後まで
清水苑で生活を送りたい。清水苑で生活出来て良かったと思えるように当
人に向き合うよう実践できたと思います。大きくあげられる要因は苑の特
徴であるうるおいキーパーの関わりだと感じております。 

⑤ 地域活動 
地域活動の取り組みとして地域配食サービスを主として行っております。おかげさま
で、配食サービスの利用者は増えております。食・浴・動・眠、地域の食を支えられた
と思います。206号（地域配食の本領）では、平成30年2月におきた豪雪による雪害
に対しての反省もこれからの課題として見えました。それ以外の活動として8月に実
施している納涼祭や清水苑の広報「うるおい」「ＦＲＯＧ」の地域配布活動等を実践し
ております。 

⑯ 第三者評価… 

ホームページリニューアルによる情報公開や役員会での事業活動報告 
 

⑲ 全人性開発… 

朝会をゼミナール方式としてスタッフの教育を兼ねて行っている 
 

⑳ フルページ フルカラー広報… 

29年度は予算上見送りケアハウス20周年として30年度の事業計画に 
取り上げ検討していく。 
 
生活学 うるおい学発表… 
全国軽費老人ホーム協議会で清水苑の実践（取り組み）を発表 
東海北陸大会と全国大会で発表を行いました。 

事業計画の取り組みについては常に広報紙「うるおい」に情報提供、報告として取り
上げてきました。今回、29年度の事業計画を振り返り、日々の業務の積み重ねだと
感じました。常に現状と向き合い、今よりも向上しようと改善を繰り返してきた結果、
皆様にしっかりと事業報告として説明が出来るのだと思いました。 

⑥ その他の重要報告… 

⑦ まとめ 

29年度の事業計画実践から 
30年度事業計画への施設課題を探る 
 
・ スタッフの欠員が出た時に 
  調整が難しかった。 
・ 入居者の重度化対策や夜間帯の 
  入居者対応について環境整備が 
  出来るようになるとよい。 
・ うるおいトランクの機能整備について 
  入れ替えや必要物の選定は計画性を 
  もって取り組むとよい。 
・ 広報紙「うるおい」について 
  より多くの方に見てもらえるように 
  構成等、質をあげられるとよい。 
・ 地域配食の利用者数が増えると良い。 
  配食数が増えても対応が出来るように 
  整備が必要。 
・ ケアハウス20周年の催しについて 
  考える。 
 

   30年度の事業計画へ  
 

 



梅雨の時期にはカビが生えやすい！ 
梅雨の時期はカビ対策を意識した掃除をする必要があります。  
普段いくら室内を清潔に保っていても梅雨の時期はちょっとしたことでカ
ビが発生します。一度カビが発生するとなかなか取り除くのが難しかった
り、跡に残ったりしてしまいます。そのためカビが生えやすい場所を見極
めそこに集中的に注意を払う必要があります。 
カビが生えやすい場所 
一般にカビが生えやすい場所は水気のある場所です。台所や浴室などが代
表的です。 
台所 
シンク周りはなるべく水滴がないようにしておきましょう。台所を使い終
わった後、さっと一拭きするだけでかなり違います。 
玄関 
水周り以外でもカビが生えやすいのは玄関です。雨の日などの玄関は濡れ
た靴や傘などで湿度が一気に高くなります。靴箱の中も湿気が溜まります
から、定期的に換気をするようにしましょう。靴箱の中の土や埃などもこ
まめに取り除くことで雑菌の繁殖を防ぐことができます。 
畳 
畳もカビが生えやすい場所のひとつです。畳の下に除湿シートなどを敷い
て対策を考える必要があるでしょう。カビが生えてしまった場合はお湯で
拭き取ると効果的です。 
  
効果的なカビ対策 
風通しを良くしておく 
カビを防ぐにはいつでも風通しを良くしておくことが求められます。  
梅雨の時期に風通しをよくしておくというのは必ずしも簡単なことではあ
りません。雨が降っていれば窓は開けられませんし、エアコンを一日中付
けっぱなしにするのも電気代がかかります。 
  
そのような場合は扇風機や換気扇を利用することができます。涼しさは十
分に得られないとしても空気の流れを作るという点ではおおいに役立って
くれます。 
  
水分を残さないというのも大切です。 
  
 
台所のシンク周りなどに残った水滴をサッと拭き取る習慣を身に付けま
しょう。浴室や洗面所などに関しても同じことが言えます。 
 
押入れやクローゼットなどの小さなスペースは普段は戸を開けておくよう
にしましょう。 
 

（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成30年5月１日 

６月と言えば「雨」の印象が強く、 「梅雨」シーズン
で天気も変わりやすいです。じめじめして洗濯物も乾
かなかったり、散歩も行けなかったり…と嫌なイメー
ジになりがちです。そこで、気分転換に雨上がりの散
歩中、普段よりゆっくり歩いてみませんか。６月は紫
陽花や蛍花など多くの花が咲きます。 
かわいい雑草花も道端をふと見ると咲いています。 
何千種類もあるみたいですが、よく見かける雑草花を
紹介します。探してみて下さいね。(Y.F) 

ミヤコグサ ハタザオキキョウ 
ドクダミ 

雑草花 

ヒナキキョウソウ 

●梅雨は一年のうちでもとくに体調を崩しやすいシーズンです。カビが好むのはジメジメとした日のあまり当たらない場所です
体も不調が発生しやすいです。この梅雨の時期の体調管理について少しご紹介します！ 

梅雨対策.net より抜粋 豆知識 

梅雨期は誰でも疲れやすくなります！ 
梅雨時はなんだか体がだるく何をするにも疲れるという経験がおありでしょう
か。梅雨の時期に体が疲れやすいのにはきちんとした理由があります。 
   
梅雨期に疲れやすい原因 
梅雨時に体が疲れやすくなる主な原因は温度差です。６月は春から夏への季節
の変わり目で不安定な天気が続きます。 
梅雨の時期でもありますから雨が降ると急に気温が下がったり、かと思ったら
カラッと晴れて急に温度が上昇したりします。同じ一日でも朝夕は冷え込んだ
りと体温調節がしづらくなるのです。自分ではそれほど気になっていなくても
体はダメージを受けている場合が多く、急に眠くなったり、すぐに疲れてし
まったりするのです。 
  
梅雨期の健康対策 
できる対策としてはなるべくこまめに体温調節をすることです。 
一日かけて外出するときなどは夕方の冷え込みに備えて一枚多めに服を持って
出かけたり、布団も寒かったらすぐに上にかけられるようにしておくとよいで
しょう。 
他にも梅雨の時期は太陽に当たる機会が少なく、そのために体調を崩してしま
う人もいます。日光に当たる時間が少ないと眠りが浅くなり疲れがしっかり取
れないという報告もあります。 
太陽が出ているときにはなるべく短い時間でも外に出るようにするなどして意
識的に日光を浴びるように心がけましょう。そうすることで体内時計もしっか
り調整され夜もぐっすり眠ることができるでしょう。 
 
睡眠不足 
梅雨の時期は体がなんとなくだるく疲れやすいものです。だからといって夜
ぐっすり眠れるかというと実はそうでもありません。梅雨時は湿度が高く夜蒸
し暑くなることも珍しくありません。そうなるとなかなか熟睡できません。 
しかし、ただでさえ疲れやすい梅雨の時期、睡眠不足では体にとってさらに大
きなダメージを与えることになります。 
 
エアコンの使用 
まず一番簡単なのはエアコンを使う方法です。体が眠りに付きやすいのは26
度くらいで湿度が50から60パーセントの環境です。 
しかし、エアコンを付けたまま寝ると気になるのは電気代です。そのような場
合は、タイマーを設定して30分後もしくは1時間後に自動的に電源が切れる
ようにしておくと良いでしょう。 
 
適度な日光を浴びる 
少しでも太陽が顔を出しているときには散歩に出かけたり、曇りの日もなるべ
く外に出るようにするなどして日の光を浴びるように意識しましょう。 

寝れない…辛い… 

【生活編】 【体調管理編】 

“今年もまた、かくも短かし”の所感に尽きます。 
今年は暦年上では 半ば に至った。 
うるおい209号、平成29年度事業計画を 
振り返っての課題、テーマ、手順を 
一覧すると7月8日の流れを見廻せば、 
朝会ゼミナール、 
優先順位、 
意識改革、 
の△印（表面）が浮き立って見える。 
長いか短いか、これはもう 
＜カレンダーの建て方＞によるしかない……。 

https://www.hyogo-jk.or.jp/care/knowledge/assets_c/2017/06/52fafae26e15b5a9289cd5b8a14da7b7b37aea2e-5790.html
https://www.hyogo-jk.or.jp/care/knowledge/assets_c/2017/06/52fafae26e15b5a9289cd5b8a14da7b7b37aea2e-5790.html

