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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31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。

1時間の全身運動365日継続 Ｈ・Ｏ
健康に暮らしたい Ｍ・Ｙ

元気でいられますように Ｔ・Ｔ

責任感を持って暮らしたい Ｔ・Ｓ

本気の元気で暮らしたい Ｓ・Ｍ

元気に迷惑かけずに過ごしたい Ｓ・Ｙ

今年も元気でお願いします Ｍ・Ｓ
花見会に又参加したい Ｙ・Ｙ

元気でいたい Ｓ・Ｔ

充実した日々をおくりたい Ｋ・Ｍ健康で過ごせますように Ｔ・Ｍ

明るく楽しく清水苑で過ごしたい Ｍ・Ｎ

一年無事に過ごせるように Ｈ・Ｓ

健康でいたい Ｔ・Ｓ

今の生活を維持したい Ｋ・Ｔ

度量くを怠らず Ｔ・Ｔ

健康に過ごしたい Ｓ・Ｈ

健康で長生きしたい Ｋ・Ｍ

健康でいたい Ｋ・Ｋ

笑顔を絶やさずに Ｔ・Ｔ

今の生活を維持したい Ｔ・Ｔ

元気で病気にならないように Ｍ・Ｆ

あるがままに過ごす Ｎ・Ｈ

自立して頑張る Ｋ・Ｔ

作っている曲の完成を目指す Ｅ・Ｍ

幸せに暮らしたい Ｔ・Ｔ

今年は良い事ありますように Ｔ・Ｉ

元気でいたい Ｈ・Ｏ

明るく過ごしたい Ｓ・Ｔ

素直に生きる Ｙ・Ｓ

平和に過ごしたい Ｋ・Ｙ

マイペースで生きたい Ｋ・Ｍ

健康に過ごす Ｍ・Ｉ 元気でいる事 Ｋ・Ｔ

病気をしないで元気でいたい Ｓ・Ｆ

食事を残さず美味しく食べる Ｓ・Ｙ

楽しく過ごしたい Ｆ・Ｍ

皆さんと仲よく過ごす Ｋ・Ｆ

元気でいられますように Ｋ・Ｋ

元気でいられますように Ｋ・Ｈ

幸せに生きたい Ｏ・Ｍ

体操に参加して健康維持 Ｍ・Ｓ

感謝を忘れずに過ごしたい Ｓ・Ｈ

リハビリしてちゃんと歩けるように Ｋ・Ｎ

感謝を忘れずに過ごす事 Ｍ・Ｋ

無病息災 Ｒ・Ｔ

元気でいたい Ｋ・Ｔ

体操頑張る Ｋ・Ｉ

元気でいたい Ｍ・Ｓ

今年も元気に Ｋ・Ｗ

元気でいられますように Ｎ・Ｔ

元気でいたい Ａ・Ｔ

元気でいたい Ｋ・Ｆ

平和に過ごしたい Ｋ・Ｕ

健康に元気に暮らしたい Ｍ・Ｗ

健康に過ごす Ｔ・Ｈ ご飯を食べて元気でいたい Ｋ・Ｓ

新年あけましておめでとうございます。只管歩んで参りまし
た一本道、ケアハウス事業 Ａ でありますが、
いまだ第二段階の＜サ・高・住＞ Ｂ は右往左往状態であ
ります。そして第三の生活学 Ｃ すなわち地域をまき込む
生活圏文化へと大きく第三の流れを形成しつつある様です。
Ａ → Ｂ → Ｃ の流路をしっかりとよみ切って行く。
その中で Ａ → Ｃ 今こそＩＳＯ完結実践が活きてくる
時であります。どうぞ末永く見守っていただくようお願い申
します。

清水苑施設長 三津井 和夫

新年のご挨拶

絵 ・ 大森町 中島孝夫氏

イノシシの家族が幸せそうに暮らしている風景です。
安心・安全に清水苑で暮らして欲しいと1階のロビー
に掲示してありますので、どうぞご覧下さい。
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（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 平成31年1月１日

1 スタッフ雇用
Ｋ・Ｓ Ｃ・Ｓ Ｓ・Ｓ 優先順位をつけ媒体や紹介を活用して取り組む。
スタッフ育成
各研修会への参加スケジュール。朝会ゼミナール、各ミーティングの活用。

2 うるおいブランド
満床継続の為に待機者確保に取り組む。各種機関との協力関係を図る。
体験利用の活用（待機者の利用を中心に取り組む）。

3 良食
清水苑の食事を残さず食べて頂き、健康生活を続けて頂く為に、
献立の検証を管理栄養士を中心に行い、食堂10カ條より環境を正していく。

4 地域活動
地域配食利用者が増えている。あらゆるニーズに対して、
関係スタッフが対応出来る仕組みを構築していく。利用者満足を目指す。

5 災害対策
うるおいトランクの確認、整備を行う。災害訓練を利用者だけでなく、
スタッフもしっかり出来るよう定期的に課題等を設けて行っていく。

6 安全報告書
安心・安全に生活頂く為に、（10人十色）個別ケアを考え実践していく。
定例懇談会や食堂アナウンスによる利用者への全体周知活動実践。

7 老朽化対策
環境年間スケジュールを作成し、予算を算出し役員会で図り実行していく。

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。
検証カレンダーの取り組みとその検証も行う。

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 消費税問題
支援サービスの適正化に取り組む。うるおいキーパーの支援サービスや
地域配食の料金等、消費税問題と併せて検証を行う。

31年度 30年度 標題 新年度（29年度）

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

① スタッフ雇用 育成
優先順位
職場環境

各種媒体の活用
紹介制度

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

② うるおいブランド 満床継続 待機者確保 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

③ 良食 残食0運動 食堂10カ條の推進 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

④ 地域活動
地域配食向上
あらゆるニーズへの対応

継続性
利用者の情報共有

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

⑤ 災害対策 うるおいトランク整備 災害訓練の質の向上 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

⑥ 安全報告書
有終老後
安心・安全な暮らし

個別ケア実践 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

⑦ 老朽化対策 環境年間スケジュール
役員会説明
予算算出

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-

⑧ 朝会ゼミナール 全人性開発（意識改革） 検証カレンダー 推進 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

⑨ 施設改革 特定居室 コーディネイター 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

⑩ 消費税問題 支援サービスの適正化
地域配食
うるおいキーパー 等

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

明けましておめでとうございます。昨年は一般ケアハウス
として満床継続を実践出来、嬉しく思います。協力頂いた
関係者の皆様、有難うございました。今年も初心を忘れ
ずに、関係機関への定期面談訪問を怠らず情報共有に
努めたいと思います。施設全体では、各部門の人材確保
について知恵を絞り動いているものの、思うようにいかな
かった事が残念に思う所です。入居者の方には、施設マ
ナー（社会性）について懇談会や家族懇談会でしっかり話
しをしてきましたが、今年も個別ケアを通して取り組んで
いかないと思っています。食事については清水苑の美味
しい健康食を中心とした食生活により、施設利用者（地域
配食を含む）が元気に健康に生活頂けるよう職員一同頑
張っていきたいと思います。生活は継続であり変化です。
先見性を持って是に向き合っていける年にしていきたいと
思います。皆様、今年も宜しく御願い致します。

Ｔ・Ｙ

Ａ ケアハウス本来の道

Ｂ ＜サ・高・住＞ 岐れ道

Ｃ 第三の生活学

Ａ ＝ Ｃ

ＩＳＯ完結実践

Ａ・Ｂ・Ｃ の
図式を
明記しました。
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