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社会福祉法人 清風会
特別養護老人ホーム 洸寿園
〒812－0863
福岡市博多区金の隈3丁目24番55号
TEL ０９２－５０３－１０８５
FAX ０９２－５０３－１０８６

本年もよろしくお願いいたします。(職員一同）
洸寿園では、新しい年をおせちと書初めでスタート
いたしました。
柴田様は、お孫さんが持ってこられたお箸で食事を
召し上がられていました。
小田様は、感染症流行の為、毎年のお正月の外泊が
延期になりましたが、施設でのおせち料理を楽しみ
にされており、大変喜ばれていらっしゃいました。
書初めでは、男性陣が真剣な表情で、お正月に
ちなんだ字を書かれていました。

洸寿園おせちのお品書き
・黒豆 ･きんとん
・かずのこ・かまぼこ
・佐賀牛のステーキ
・銀だらの西京焼き
・カニのチーズ焼き
・炊き合わせ
・赤飯
（写真は、半刻みのお食事です。)

お詫びとご報告
12月中旬より年始にかけて、施設内でノロウィルスが流行したことにより、ご利用者、ご家族の皆様
にご迷惑とご心配をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。
皆様のご理解とご協力により、無事に普段の生活に戻ることが出来ました。
この季節、インフルエンザも流行する為、まだまだ油断は出来ません。今後とも皆様のご理解とご
協力をいただきながら、感染の予防に更に力を入れていきたいと思います。
宜しくお願いいたします。
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ケーキやコーヒーにぜんざい、男性も
女性もやっぱり、甘いものが大好きな
ご様子。ご入居者の皆様に、「カフェに
行きませんか」と誘うと、ほとんどの方
が、「行きましょう！」と笑顔で返事をさ
れます。

周りの方の会話を聞き、楽しま
れていました。

大切なアルバムを一緒に持ってこら
れ、お茶を飲みながら、写真を眺め
られていました。

ケーキと紅茶を食べ、女子トークも
盛り上がっている様子です。

「ぜんざい、おいしいですね～」と
パクパク召し上がられています。

ガラス越しに、飛行機の
離着陸を見ながら
「20年ぶりに近くで飛行機
をみた。」と喜ばれていた
本田様。それにしても、大
きなパフェ～。おいしそうで
す☆
プリンとココアを召し上がら
れ終始笑顔で楽しまれて
いた正林様でした☆
また行きましょう！
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飲食店街を通ると、
「たこやきがたべたいですね」と
小野様。その後、プリンも召し上
がり、モール内を散策して施設へ
戻ってこられました。

小さな子供たちを見て、
「かわいいね」と終始笑顔で
楽しまれたご様子。

１月

※ 予定は、変更となる
可能性があります。
※ 右記の他、誕生月の
方へ、お誕生お祝い
膳をお出しいたします。

3月

◎新年会
鶏すき鍋を準備い
たします。
14日 ・21日・28 日
の３回に分かれて
行います。

2月
◎節分会
2月4日に、各フロ
アごとに開催いた
します。
今年も鬼を退治し
ましょう！

◎ひな祭りの会
詳細は今後検討し
ていきます。
茶話会も開催いた
します。
お楽しみに！

請求書に
ついての
お知らせ

請求書は、毎月10日に発送いたします。請求書の中
には、重要なお知らせが入っている事もございます。
必ず中をご確認いただきますよう、お願いいたします。

ご面会時
の消毒・
マスクに
ついて

ノロウィルスの件では、皆様に大変ご心配とご心配を
おかけいたしました。
巷では、インフルエンザも流行しております。熱や咳
をはじめ、他の方に移る可能性がある場合は、面会に
お越しにならないで下さい。
又、ご面会時には、必ず消毒を行い、マスクを付け
て下さい。皆様のご協力をお願い致します。
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7月に、ご家族の皆様にアンケートのご協力を頂きました。
今回は、ご入所者の皆様にご協力頂いたアンケートの結
果をご報告いたします。
尚、質問内容は、ご家族に実施いたしました内容と、ほぼ
同じです。貴重なご意見、ありがとうございました。
問１） ご自身に対する職員の挨拶や言葉遣いは適切ですか。

（回答者 ３１名／未回答 ２名）

【介護職員】１．適切(丁寧)と思う15 ２．普通11 ３．不適切と思う事がある3
【看 護 師】 １．適切(丁寧)と思う16 ２．普通10 ３．不適切と思う事がある2
【そ の 他】 １．適切(丁寧)と思う15 ２．普通11 ３．不適切と思う事がある2

・優しくしてくれる。女の人より男の人が優しい。
・言っても返事がないことがある。
・概ね丁寧です。適切です。いいですね。
・全体的に丁寧だけど、人による。嫌な思いを
したことはないです。
・無言でされるのでちゃんと言って欲しい。

４．分からない他2
４．分からない他2
４．分からない他2

・事務室は事務だけあって丁寧と思う。他の職員の
挨拶が無いときがあります。
・気になる時は言っているから大丈夫。
・いつもではないけど、近くで叫ばれることがある。
・言葉が悪いときがある。具体的には分からないけ
ど、丁寧な人もいる。

問２） 他の入所者の方に対する職員の対応を見て、どう思いますか。 （回答者 ３１名／未回答 ２名）
【介護職員】１．適切(丁寧)と思う7
【看 護 師】 １．適切(丁寧)と思う10
【そ の 他】 １．適切(丁寧)と思う8

２．普通20
２．普通18
２．普通18

・皆さん丁寧ですよ。いいよ。別に普通だと思う。
・その人による。概ね普通ですよ。
・訳の分からんことを言う人も居るやろうけど、そ
れなりにやってるでしょう。
・悪くはないが、とっても良いとは言えない。
話すスピードが速すぎる。
・喋ろうとすると、覆い被せるように話される。

３．不適切と思う事がある2
３．不適切と思う事がある1
３．不適切と思う事がある1

４．分からない他2
４．分からない他2
４．分からない他4

・時々思うが、自分たちと同等のような言葉を使って
いるので、従業員なら言葉を正すべきかと思う。
・他の人が職員と話しているのを聞いたことが無い
ので分からない。
・近くで叫ばれる。何か怒っているように聞こえる時
がある。

問３）職員の表情はいつもにこやかで、話しかけやすい雰囲気を持っていますか。
（回答者 ３１名／未回答２名）
【介護職員】１．話しかけやすいと思う 16 ２．普通11 ３．話しかけづらい2
【看 護 師】 １．話しかけやすいと思う 17 ２．普通11 ３．話しかけづらい1
【そ の 他】 １．話しかけやすいと思う 15 ２．普通10 ３．話しかけづらい2

・何でも聞けるし、やさしく教えてくれる。話しか
けにくいと思ったことはありません。
・誰も話しかけてくれない時は寂しい。
・今はコール押しても大丈夫かなと気を遣う。
・優しい。たまに話しかけにくい時はあるけど、
忙しいときは仕方ないかなぁと思う。
・言いやすいから、すぐ馬鹿ばかり言ってしまう。
・言いたいことは沢山あるのに言えない。

4

４．分からない他2
４．分からない他2
４．分からない他4

・時々「怒ってるのかな？」と思うことがある。
・私が大人しすぎるから話しかけにくいのかもしれな
い、 職員は素晴らしい。
・男の人は言いやすい。女の人は言いにくい。
・一生懸命に仕事をしていらっしゃる時は話しかけ
にくい。
・笑顔が少ない。
・職員同士が話しているとお願いしづらい。「年寄り
だから後で良いか」と自分に言い聞かせている。

※ 写真とアンケートは無関係です。

問４）職員に尋ね事や相談をした際に、職員は気持ちよく対応していますか。
（回答者 ３１名／未回答 ２名）
【介護職員】 １．できている6
【看 護 師】 １．できている7
【そ の 他】 １．できている4

２．ほぼ出来ている20
２．ほぼ出来ている19
２．ほぼ出来ている19

・忙しくて待たされる。いつも同じ人が待たされ、
待たずにすぐ対応して貰える人もいる。
・コール1回目はなかなか来ず、2回目はすぐに
来てくれる。待つ時間を考えて少し早めにコー
ルを押す。
・待つこともあるが、そんなに気にならない。皆、
ちゃんとしてくれているので有り難い。
・まぁ出来てますよ。待たされるけどしょうがない。
職員とか看護とか良くしてくれてる。
・「もっとこうしてくれたら」はあるが上手く伝えら
れない。
・会いたい職員になかなか逢えない。

３．できていない1
３．できていない1
３．できていない1

・「きいてくれちゃーばい」。
・お願いしたこと無いから分からない。
・人による。
・出来てるほうですね。
・お願いした事が出来ない時、そのまま終わら
せず、その理由と代わりの方法を考えて欲し
い。
・すぐ来れないことも分かっている。時々待つ
が、大体すぐ来てくれる。
・室温調整をお願いしても「こっちで調整する
から」と言われると辛い。
・「ちょっと待ってください」が多い。

問５）職員の身だしなみは適切ですか。（服装、髪型など）
【介護職員】 １．適切だと思う17
【看 護 師】 １．適切だと思う18
【そ の 他】 １．適切だと思う19

２．普通10
２．普通11
２．普通10

４．分からない4
４．分からない4
４．分からない7

（回答者 ３１名／未回答 ２名）

３．不適切と思う事がある2
３．不適切と思う事がある
３．不適切と思う事がある

・特に気にならないので、良いと思う。
・髭は好きではない。
・悪くも良くもなく、普通。
・その時によって違う。介助後に髪が乱れている
時もあるが、仕方ないと思う。
・みんな良い格好している。
・患者に対して来ている為、きちんとしていると思う。

４．分からない2
４．分からない2
４．分からない2

・数人の女性の服装がだらしなく見えることがある。
・ちゃんとしている。言うことなし。
・悪くない。有り難い。
・良く見ていないが、きちんとしている人と、そうで
はない人がいる様に思う。
・乱れているとか、そういう事はない。
・いつもＯＫ．

問６）その他、職員の対応について、お気づきの点がございましたらご記入下さい。
（回答者３３名）

・自分が臭いのではないかと心配な時がある。
職員が臭そうな顔をしていたり、臭いの話をして
いると辛い。
・待たされた時に、「すみません」の一言が欲しい。
・他の人わからないが、私は気にならない。
・感じたことがないから大丈夫。
・夕方は忙しそうなので、リハビリと思って手伝って
いる。
・特にない。満足している。
・相談すると、みんな対応してくれるので特にない。
・介助のあと、コールの位置を確認して欲しい。
・冗談を言い、楽しませてくれる時もあるが、それ
が嫌だと感じる時もある。

・カレンダーなど、職員が見て綺麗においていても、
自分たちから見えにくい。
・すぐ来られず待つのは仕方ないが、待ち続けな
くて良いようにして欲しい。(忘れず来て欲しい）
・コールには普通に対応していると思う。
・素早く対応しているのでありがたいと思う。
・何度も職員を呼び続ける人に対する職員の対応
で、「怒っているのか」とか感じる時がある。
・私の事について、もっと職員間で話し合って欲し
い。（痛いところ・寝る、寝ない等）
・部屋に遊びに来て欲しい。
・沢山人がいる場所で職員を呼んでも聞こえてい
ないのか、来てくれない。

※ 写真とアンケートは無関係です。
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問７）環境面で気になるところはありますか。（臭い・照明・廊下や床の汚れなど）
（回答者 ３１名／
未回答 ２名）
１．満足している11

２．普通11

３．どちらとも言えない5

・見方は人それぞれ。私は特にない。
・明るすぎる時がある。
・チカチカしている電球が気になる。
・お風呂のお湯がぬるいと感じる時がある。
・顔を洗う時にごしごし洗わないで欲しい。
・掃除の方がいつも綺麗にしてくれます。

４．不満2

５．分からない2

・空調音や他の方の歌声がうるさい時がある。
・掃除の人が良くしてくれる。
・タバコを吸うので、周りに気を使う。
・ゴミ箱を廊下に一つおいて欲しい。
・自然でいられる所が一番。気になればすぐに言う。
・綺麗にしてくれるので汚さない様にしている

問８）その他、取り入れて欲しいサービスや、ご意見などがありましたら教えて下さい。
(回答者 ３３名）

・戸の開閉や温度は、お願いした通りにして欲
しい。
・就前薬の待ち時間が長く感じる。
・職員の名前を覚えられないのが困っている。
・退屈なのでﾚｸﾘｪｰｼｮﾝを充実させて欲しい。
・フロアに換気扇が欲しい。
・外食に行きたい。（寿司・肉・鍋）
・季節行事(花見など)を増やして欲しい。

・物を買う時は、自分で見て選びたい。
・病気になったときの事が心配。
・リハビリがしたい。
・おやつを増やして欲しい（特に煎餅）
・自動販売機が欲しい。
・作業で疲れたら横になるのを許して下さい。
・病気をしても入院したくない。ここでずっとみんな
と居たい。

ご入所者の皆様への聞き取りでは、回答した内容は他の人には分からないようにすること、決して回答内容で
不利益を被らない事をお約束し、実施いたしました。
改めて聞かれると、答え方に困る方、気兼ねされる方、様々おられましたが、質問の方法やタイミングを図りな
がら回答していただいたため、実施側の予想を超え、かなりの時間が必要となりました。
この聞き取りで感じた事は、「迷惑かけてすみません」「ありがとう」「文句を言ったらバチが当たる」「良くしても
らっている」という言葉が予想以上に多かったことでした。「本音と建て前」を上手く使い分けながら、気を遣いな
がらの回答であった様に思います。その為、頂いたご意見を職員みんなで共有し、改善すべき点だけではなく、
言葉の背景にある「本音」を探りながら、改善に向けて取り組んでいきます。
今後、聞き取りアンケートは、定期的に行っていきます。又ご協力いただきますよう、お願いいたします。

お礼

いつも施設の運営にご協力いただき、ありがとうございます。
☆ご 寄 付：匿名希望 ２名様
【一つの事実と沢山の真実】
アンケートでは、判断や理解が日頃妥当
に行えない方の回答も、貴重な意見として
提示いたしました。
一つの事実に対して、一人ひとりの捉え
方や感じ方は異なります。職員は、一つの
事実に重きを置きがちですが、人の数だけ
ある捉え方（相手にとっての真実）を大切に
しなければ、安心や満足にはたどり着かな
いと感じています。
一人ひとりの価値観、思いに全て応えて
いくことは難しいことだと思いますが、「ムリ」
とあきらめず、向き合うことが私達職員の役
割だと改めて実感しました。 （筆者：末次）

洸寿園
介護理念
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ご案内・お問い合わせ
ホームページでも、日頃の様子や
ご案内をご覧いただけます。
http:www.seifu-kai.jp または、「洸寿園」
で検索して下さい。簡単に検索できます。
（相談窓口）
内野奈留美 末次朋子（生活相談員）
（受付時間）
9時30分～17時30分（日曜・祝日除く）

・ 常に利用者を敬う気持ちを持って、丁寧な介護を提供します。
・ 利用者が笑顔で生活出来るように、安心・快適なサービスを提供します。
・ 専門職として、サービスの質の向上 に努めます。
６

