
今年の干支はウシになります。ウシは
白と黒の斑点のイメージが強いですが、
白と黒だけではありません。
すべてのウシが交雑種であるため体毛
が茶色や白、真っ黒、赤毛だったり個性
的です。今年は茶色のウシを描きまし
た。1階ロビーに掲示してありますので
是非ご覧ください。
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（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和3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。

健康でありますように Ｏ・Ｍ元気でいられますように Ｕ・Ｔ

絵 ・ 大森町 中島孝夫氏

理事長挨拶

歩けるようになりたい Ｋ・Ｋ 健康で良いことが沢山ありますように Ｓ・Ｙ

昨年と同じで平和でありますように Ｋ・Ｙ 健康でありますように Ｔ・Ｋ早くコロナが終息しますように Ｓ・Ｍ

みんなで仲良くお食事できますように Ｔ・Ｓ

鉄工所に勤務したい Ｓ・Ｙ

朝寝坊しないこと Ｔ・Ｒ

コロナが早く終息しますように Ｋ・Ｙ

食事を完食する Ｈ・Ｏ

元気に過ごしたい Ｔ・Ｍ

元気で健康に気を付ける Ｓ・Ｔ

元気に過ごしたい Ｍ・Ｆ

人の役にたつ Ｋ・Ｈ

元気に清水苑で暮らしたい Ｋ・Ｓ

清水苑での生活を頑張りたい Ｔ・Ｔ

将棋が強くなりたい Ｋ・Ｋ 体を丈夫でいたい Ｔ・Ｈ

健康でいたい Ｔ・Ｉ

裁縫をマメにする Ｍ・Ｙ

絵を書くこと Ｎ・Ｔ

健康でいたい Ｋ・Ｔ

3日間外泊したい Ｙ・Ｙ

早寝早起きを継続する事 Ｔ・Ｍ

健康でいたい Ｋ・Ｋ

今の暮らしが続くように Ｍ・Ｗもっと太りますように Ｈ・Ｓ

コロナが終息する事 Ｋ・Ｍ

来年も頑張ろう Ｍ・Ｓ

明るく元気に過ごせますように Ｍ・Ｎ
健康でいられますように Ｔ・Ｍ

健康で元気でいたい Ｔ・Ｓ

いつまでも清水苑にいられますように Ｍ・Ｋ

ゆっくり自分らしく Ｋ・Ｆ幸せな年でありますように Ｔ・Ｓ
楽しんで過ごす Ｙ・Ｓ

オリンピックを楽しみに待つ Ｔ・Ｔ

マスク手洗いをして元気に過ごしたい Ｍ・Ｓ

温泉に行きたい Ｔ・Ｉ ケガを早く治して散歩に行きたい Ｍ・Ｉ今の調子が維持出来れば良い Ｓ・Ｔ

ケガをしないように元気でいたい Ｙ・Ｓ

マスク手洗いをして元気に過ごしたい Ｔ・Ｍ 無事安穏 Ｙ・Ｏ

元気でいられるのがうれしい Ｔ・Ｔ

元気でいたい Ｓ・Ｔ

無病息災 Ｒ・Ｔ俳句等忘れないように頑張りたい Ｋ・Ｔ

食事を美味しく頂く Ｈ・Ｏ 何も考えずに過ごしたい Ｋ・Ｔ 日々充実したい Ｋ・Ｍ

元気で暮らしますように Ｋ・Ｈ
病気で辛くなるのを克服したい Ｅ・Ｍ

幸福でありますように Ｓ・Ｋ

元気でいられる事 Ｋ・Ｗ

新年あけましておめでとうございます。
元日の大空であります。

＜初空や一片の雲輝きて＞ （草城）
＜初空の藍と茜と満たしあふ＞（青邨）

ここに見えるばかりです。
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（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和3年1月１日

新年あけましておめでとうございます。昨年は新型コロナウイ
ルスの流行や、東京オリンピックの延期などなんだか暗いムー
ドが漂う１年でしたね。今年はどんな１年になるでしょうか。少
しでも早く普通の日常が戻ってきて欲しいと思います。
「笑う門には福来る」という言葉がありますが、”笑い”が心や
体に良いということが医学的に実証されつつあり、病気の予防
や治療においても注目を浴びているそうです。
健康な人の体にも１日３０００～５０００個ものがん細胞が発
生しています。これらのがん細胞や体内に侵入するウイルスな
どを退治しているのが、リンパ球の一種であるナチュラルキラ
ー（ＮＫ）細胞です。人間の体内にはＮＫ細胞が50億個もあり、
その働きが活発だとがんや感染症にかかりにくいと言われて
いるそうです。
笑うとＮＫ細胞が活性化し、がん細胞やウイルスなどの病気の
もとを攻撃することで免疫力が高まります。逆に、悲しみやスト
レスなどマイナスの情報を受け取ると、ＮＫ細胞の働きは鈍くな
り免疫力もパワーダウンしてしまうそうです。
今年はたくさん笑って健康増進を目指しましょう！（Ｈ．Ｓ）

参考：サワイ健康推進課
【https://kenko.sawai.co.jp/healthy/200908.htm】

令和3年度

標題 テーマ開設 手順等 具体的思案

① スタッフ育成
全人生成長
業務統一
接遇 コミュニケーション

ｗｅｂ会議への参加
ＩＳＯ推進
朝会ゼミナール

Ｇ・Ｓ（ゼネラルスタッフ）を中心にＫ・Ｓ（キッチンスタッフ）、Ｃ・Ｓ（うるおいキーパー）の育成に努める。誰もが同じこと
が出来るよう業務内統一、各ミーティングも含めコミュニケーションを重視し、職員間や入居者への接遇に気を配る。
Ｇ・Ｓは朝会ゼミナールを通じて全人生の成長に努め、ｗｅｂ会議への参加も積極的に取り入れる。

② 感染症対策
職員 利用者の意識改革
情報収集 情報発信

ミーティング 懇談会
ＨＰ活用 リモート使用

各ミーティングより、意識改革に努める。情報をリアルタイムで収集し、必要な情報に対して清水苑としての対応を
ホームページやメール等を用いて発信する。状況に応じリモート使用をすすめていく。対策として環境面の整備を
常に検討し、整備導入機器の使用の徹底に努める。

③ 良食
残食0運動
食メニュー検討会

嗜好調査
スチコン使用による新メニューの改
革と個別対応

食メニュー検討会（毎週一回実施）の意見より、対策や改善に努める。嗜好調査や食事アンケート、残食の多いメ
ニューに対して、リニューアルしたスチコンの性能を活かし新メニューの改革に努める。美味しい食事提供と個別対応
にも努めていく。

④ 地域共生活動
地域配食向上
＊デリバリーの強化
＊テイクアウト化

配食事業計画推進
継続性
アウト・リーチ

地域配食を多くの方に知って頂く。配食事業計画に基づき推進していく。主に配食数の増加（デリバリーの強化）、
受け渡しの対応（テイクアウトの強化）、地域への広報活動に努める。そして、365日継続提供の整備に努める。

⑤ 災害・防犯対策
うるおいトランク整備
火報連動システム
夜間対策

災害・防犯訓練
の質の向上

毎月の訓練実施（火災に限らずその他の災害についての訓練も取り入れる）に努める。特に夜間を想定した訓練に
特化する。うるおいトランクの整備継続と火災報知器と通報の連動（火報連動システム）の導入を進める。

⑥ うるおいブランド
満床継続
待機者の確約
体験ルームの充実

広報「うるおい」の継続
清水苑周知活動
外交活動

広報紙「うるおい」と「ＦＲＯＧ」を多くの方に見て頂くよう広報力の向上に努める。広報を通じて清水苑の特徴や良さを
理解して頂き、清水苑生活を望まれるよう努める（選ばれる施設作り）。体験ルームを一年を通して活用出来るよう広
めていく。関係機関へのＰＲ活動を定期的に実施していく。

⑦ 安全報告書
有終老後
安心・安全な暮らし

個別ケア実践
個別ケア記録
定期的居室確認

ハード面、ソフト面、から入居者の安心・安全に努める。定期居室巡回を行い、生活ニーズの確認と生活観察より個
別対応（ケア）の必要性について常に考え実勢し、記録に残す事に努める。居室内の衛生確認等、安心・安全な居室
整備を各関係者に促す事に努める。

⑧ 老朽化対策
施設設備全般
社用車 厨房内対策
突発性の対応

役員会説明
予算算出 リースの活用
補助制度の利用

施設設備全般の老朽化対策に努める。予定される対策として、施設車両、厨房内の壁と床の工事、突発性の対応が
上げられる。施設車両や厨房内については、予算を算出し、役員会説明（必要であれば承認）、補助制度の確認申請、
リース対応、突発性については、都度の対応に努める。

⑨ 行事推進ケアシステム
年間行事計画
健康長寿

生活リズム
参加推進
誰もが参加出来る行事

利用者満足の追求、誰もが参加できる行事（知恵と工夫）、健康生活の取り組み、年間行事は季節性を取り入れ、
修正案も含めて実施出来るように努める。

⑩ 自動施錠システム 非常用階段の扉
役員会説明
予算算出 リースの活用
補助制度の利用

非常用階段の扉がフリーの為、誰でも利用が出来、夜間を含め入居者の安全リスクを考慮し、自動施錠システムの
導入に努める。努めるにあたり、予算算出、役員会説明（必要であれば承認）、補助制度の確認申請、リースの活用
確認とすすめていく。

令和2年度 31年度 令和元年度
標題 テーマ開設 手順等 標題 テーマ開設 手順等

① スタッフ雇用
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
優先順位
職場環境

各種媒体の活用
紹介制度

② 全人性成長
ＩＳＯ推進
コミュニケーション力
キャリア・パス（研修制度）

朝会ゼミナール
各ミーティング

② うるおいブランド 満床継続 待機者確保

③ 良食 残食0運動 食堂10カ條の推進 ③ 良食 残食0運動 食堂10カ條の推進

④ 地域共生活動
地域配食向上
あらゆるニーズへの対応

配食事業計画推進
継続性
アウト・リーチ

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

⑤ 災害・防犯対策
うるおいトランク整備
防犯環境整備

災害・防犯訓練
の質の向上

⑤ 災害対策 うるおいトランク整備 災害訓練の質の向上

⑥ 広報活動
清水苑周知活動
透明性

構成力向上
時代性

⑥ 安全報告書
有終老後
安心・安全な暮らし

個別ケア実践

⑦ 安全報告書
有終老後
安心・安全な暮らし

個別ケア実践
個別ケア記録

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

⑧ 大規模修繕 空調・証明・ボイラー
役員会説明
予算算出
補助制度

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

⑨ 行事推進ケアシステム
年間行事計画
健康長寿

生活リズム
参加推進

⑨ 施設改革 特定居室 コーディネイター

⑩ 施設改革 特定居室等施設展開 長期計画 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

再び清水苑・生活信條を問う。

第一流の 福祉力 向上を目指して、

より良い 広報力

個々銘々の 全人性開発

広い コミュニケーション

そして、明るく、楽しく、元気よく社会生活に謹しむ
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