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（ 1 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和4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。

理事長挨拶

日帰りで帰りたい。Y・Y

美味しいものを食べて皆と一緒に過ごしたい。S・S

病院に行かないようにする。S・M

早寝早起きを頑張ります。R・T

健康第一。I・M

来年も頑張ります。W・K

元気でいられる事 Ｋ・Ｗ

体が健康でいられ、自分の事は自分ででする事。T・K 寿実した日々が過ごせますように。M・K

健康に過ごせますように。
T・K

健康に過ごせますように。K・S

色んな面を頑張る。S・T

明るく楽しく皆さんと楽しく過ごす。S・H

2022年も元気で笑顔を忘れないように過ごしたい。O・
H

平穏に暮らしたい。K・K

２０２２年も元気で過ごせるように。M・O

２０２２年は体力をつける。O・T

元気で一年間充実した一年を過ごしたい。K・M

一日一善。Y・K

健康で過ごしたい。Ｍ・Ｋ

美味しいご飯が食べたい。S・H

戦争が終わって平和な世界になりますよう
に。H・Y健康で過ごせるように。M・T

無病息災。I・T

元気で無事に1年が過ごせますように。S・M

丸く元気に生きる。T・T

元気に楽しく。S・Y

平穏無事。H・K

健康で過ごせるように。M・S

いつまでも元気でいたい。M・K

人に感謝を込めて一年を過ごす。N・M

元気でいたい。T・N 皆と仲良くしたい。T・T

良い年にしたい。K・J

感謝の気持ちを忘れずに過ごす。T・S

お金がほしい。Y・S

1に健康２にも健康3は無くて４にも健康。U・K

２０２２年も良い年にしたい。H・M

健康に過ごせますように。S・H

退明るい年に過ごせますように。出来たら院
が出来ますように。T・T

２０２２年、健康に過ごせるように。M・T

２０２２年も元気で暮らせるよう
に。H・K

一日一歩。N・S

体が丈夫で健康で過ごせるように。H・T

健康に過ごせますように。M・K

健康で一年が過ごせますように。T・S健康で一年が過ごせますように。I・Y

元気になりたい。
T・S

２０２２年も健康で充実した一年
にしたい。I・T

健康で幸せな一年が過ごせますように。M・K

無病息災。T・R

おばあちゃんが元気になってほしい。T・T

健康に一年が過ごせますように。
Y・K

失明しないように。N・Y

健康で1年が過ごせますように。
Y・M

今年の干支はトラになります。自画
自賛になりますが、とても良い絵が
かけました。入居者の皆さんや職員
からも上手と言われ、とても嬉しいで
す。１階ロビーに展示してありますの
で是非ご覧下さい。 作:中島

あけましておめでとうございます

元日や 思えばさびし 秋の暮 (一茶)

今年もコロナ禍での正月を迎え、中々家族が集まる
事も難しい、少し寂しい正月ではないでしょうか

皆様と明るく共生できれば幸いです
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（ 2 ） ケアハウス清水苑会報 “うるおい” 令和4年1月１日

新年あけましておめでとうございます。
昨年から勤務し、早2か月が過ぎました。少
しずつ職場にも慣れ、入居者の皆さんに頼
られる職員になれるよう頑張ります。
皆さんは今年の目標、何かたてましたか。
たててない方は小さな目標でも良いのでた
ててみてはどうでしょうか。ちなみに私は、
一日一善を目標にします。
この目標に向かい充実した一年に
したいと思います。
今年も宜しくお願い致します。（Ｒ・Ｎ）

令和4年度

標題 テーマ開設 手順等 具体的思案

① 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）。体験ルームを整備して一年中利用出来るように新しい活用法を検討実施する。関係機関への
ＰＲ活動を定期的に実施していく。

② 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も気を配る。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。

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
お惣菜

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。ＨＰからの注文対応。

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。備蓄の分散。ＢＣＰ（災害時における事業継続計画）の策定
構築。

⑥
感染症対策
虐待防止対策
事故防止対策

職員 利用者の意識改革
情報収集 情報発信
言葉使い 言い方

ミーティング 懇談会
ＨＰ活用 リモート使用
各委員会実施 研修参加

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。研
修会の参加や各委員会での意識統一に努める。職員同士でけん制していく。

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 突発性対応
社用車 厨房内対策
ＥＶリニューアル

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、ＥＶのリニューアル、突発性の対応が上
げられる。施設車両や厨房内、ＥＶリニューアルについては、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。外部の支援行事も取り入れる。一人での参加が難しい方、いつも参加出来ない方のフォロー、又は皆が参加しやすい行事を
取り入れる。

⑩ 施設改革

二人部屋居室の利用メリット
体験ルームの補正
特定居室等施設展開

各計画に基づく
清水苑利用者満足、利用者（使用者）増を目的とする。収支シュミレーションを作成した上でし、実施の有無を検討する。実施項目については
計画表を作成する。

令和3年度 令和2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

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

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

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

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

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
＊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

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

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

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

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

⑥ 広報活動
清水苑周知活動
透明性

構成力向上
時代性

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

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

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

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

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

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

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

⑩ 施設改革 特定居室等施設展開 長期計画

清水苑に就職して今年で24年目を迎えます。
これまで多くの方と出会い、別れ、私自身もこの清水苑と一緒に
少しずつ成長してきたと思います。
最初の頃は仕事に対しての姿勢が無かったと言うか、年も若かったので理解
できていなかったと思います。入社して4年目に施設長が交代しました。今の
理事長が施設長兼務となり、私の言動の小さな事にも気づいて下さり、研修
参加、資格取得のためのフォロー、適格なアドバイスなど、物事の考え方や
意識が変わり、多くの事を学びました。
それからの1日、1ヶ月、1年はすごく早く、あっという間でした。

私も自分の事だけでなく周りも見て、考え、行動し、誰から
も信頼される好感のもてる人になる‼と、それから毎日意識
して勤めています。たまに「無」のときもありますが(笑)
挑戦できる場所があり、失敗や成功の経験値を積み上げる
事ができる場所、ここに感謝いたします。
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