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平成18年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ みくらの⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■この頃は、勉強会（学習療法）があるの
でたのしみになっているようです。
■本⼈の⾝体的状態をよく把握して、それ
に添った⾷事つくりをしてくれて、感謝し
ております。
■いつも⾝だしなみを良くして頂き、満⾜
しています。
■⾯会に⾏くと、すぐにお茶を出してくれ
て、忙しいのにその⼼遣いに感謝します。
⾒舞いに来てくれた⼈たちも、⼤変良い施
設で挨拶も良く、こんなによい施設は初め
て知ったとびっくりされています。
■⼊居している⽅々の⽬が安⼼している。
⼼安らかのように感じ、⺟も落ち着いてい
ましたので安⼼しました。
■できるだけ便秘防⽌に役⽴つ献⽴をお願
いします。

■ みくらの⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■本⼈が話す事と、記録のお⼿紙が同じな
ので安⼼です。
■とても満⾜しています。
■職員の⽅々に親切にしていただいて、本
⼈も家族も本当に安⼼で感謝しています。
（多数）
■送迎の時間をもう少し早い時間帯にして
欲しい。
■歩⾏訓練をもう少し増やして欲しい。
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■ みくらの⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■⺟が「運転がとても注意深く慎重だ。」
といつも感⼼して何度も話します。
■「今⽇、気分はいかがですか︖」と聞い
てくれて感⼼しております。
■⾷事の後に、「料理はいかがでした
か︖」と聞きにきてくれる⽅に感謝致しま
す。優しさを感じます。
■⼊浴も楽しいです。
■「施設の備品がとてもよいので、もった
いないよう」とか「介助の⽅々も良い⽅
で、よくこれほどの⼈が集まったものだ」
と喜んでいます。
■汚れたズボンなどいろいろ洗濯してくれ
て、ありがとうございます。

■ みくらの⾥ 居宅介護⽀援事業部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■親⾝になって対応していると思われ、⼤
変ありがたく思っています。
■⼀⼈で看ている状態なので、介護に対し
てのアドバイスはケアマネが⼀番頼りで
す。「家族が健康でなければ」とアドバイ
スをくれるので有難いです。
■介護の⾒⽅、⼼構えなど参考になること
を教えていただいて感謝しています。
■いつも親⾝になって対応して下さるの
で、⾝内のない私共にとっては随分、⼼丈
夫に思い、感謝しています。
■優しく、良い話しも聞いていただき感謝
しています。（多数）

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
平成18年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ 梓の⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■⾊々お⼼遣いありがとうございます。本
⼈に会う度に明るい感じ（安⼼感）を⾒ら
れ、感謝しております。今後ともよろしく
お願い致します。
■（⾷事について）本⼈は何も⾔いません
ので分かりませんが、きれいに⾷べていま
すので何も⾔うことはありません。
■毎⽉メニューを送っていただきありがと
うございます。バリエーションもあり、⼤
変良いと思います。

■ 梓の⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■不満な点はありません。
■（記録物が）字が⼩さく、分かりにくい
ところがある。

■ 梓の⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■⽼⼈ですので、（⾷事が）⾷べきれない
程たくさんです。
■私も夫も体調不良で、歩⾏困難である為
施設の⾒学にいけませんのでよろしくお願
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いします。
■週１回デイサービスに通えることがこの
上も無い幸せです。
■⽇記等書き物が苦⼿です。週１回程度が
良いです。
■外出に時間をかけて楽しく⾏ってほし
い。
■不満な点はございません。暖かく、服装
も軽くなりましたらお買い物等お願いした
いです。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
平成18年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ みなとの園 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■若い職員の⾔葉遣いもよく、職員育成が
なされていると感じます。
■体の状態に合う⾷事を調節して頂き感謝
して居ります。
■（⾷事について）本⼈に聞くといつもお
いしいと⾔っております。
■（トラブル等への対応）当⽅から相談し
た件については真摯に聞いていただき、そ
の処理も迅速に対応していただいており感
謝しています。

■ みなとの園 ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（記録物にいつて）多忙とは思いますが
読みやすい表記に気をつけていただきた
い。
■お世話になっております。これからも宜
しくお願いします。
■⾃宅介護者に介護のアドバイスを頂けた
ら有りがたいです。⾏政の福祉システムが
度々変更し難解で専⾨家の助⾔で利⽤出来
る事が有ったら嬉しいです。
■⼿荷物を預かっていただくことについ
て、本⼈は不満のようで。トラブルを予防
する点から⽌むを得ないこととは思います
が、本⼈にとっては「不安」なのでしょう
か。

■ みなとの園 デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■皆親切で気分良く感じております、不満
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はなにもありません、⼊り良い所と思って
居ます。
■介護のリズム（家庭と施設）が本⼈にと
って「よいリズム」になっておりますの
で、本⼈も家族も⼤いに助かっておりま
す。痴呆（認知症）の進⾏もおさえられて
いるように思います。
■家では残すことが多いですが、ほとんど
⾷べているようですね。
■「皆さんと話してくるのが楽しい。」と
喜んで通っております。
■おばあちゃんが喜んでくれて、明るくな
って家族も安⼼してあずけられます。
■気難しい性格ですのによく対応して頂き
感謝しています。

■ みなとの園 居宅介護⽀援事業部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■こちらの希望をよく受け⼊れて頂いてい
ます。コミュニケーションの機会がある事
がとても助かっています。

■ みなとの園 ホームヘルプサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■最初はとても不安がありました、でも利
⽤してとても良かったです。困っているこ
とも相談でき、きちんと対応してくれま
す。これからもよろしくお願いします。
■時間から時間まで⼀⼨の休みもしないで
無我夢中でやってくれるので助かります。
喉が渇くので飲み物を出しても飲んでくれ
ないので残念です。
■ヘルパーさんと親族が⼆⼈三脚でやって
いきたいと思います。
■⽬のとどかぬ所に⼿がとどくヘルパーさ
んは本当に気配りの良い⽅で、１週間が待
ちどうしいです。

■ みなとの園 配⾷サービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■係りの⽅はとても感じよく応対いたして
おられます。
■私（家族）の⽅が配達の⽅に話を聞いて
もらう事もあるので、配⾷のみでなく、気
持ちが楽になる時が多くて感謝していま
す。クリスマスカード⼤変うれしかったで
す。
■⾻抜きの⿂など、気を使っていただいて
おり、ありがたいです。



■いつも⾊々⼯夫をこらしてメニューを作
ってくださり、配⾷ありがとうございま
す。
■何事につきましても、気配りを頂きまし
て本当に有難うございます。これからも美
味しいものを年寄りの皆様に喜ばれますよ
うお願い致します。
■毎⽉２回程お会いしておりますが、対応
には感謝しております。これからもよろし
くお願い致します。

■ みなとの園 外出⽀援（移送）サービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■いつも笑顔、親切、気持ちよいです。こ
れからもよろしくね。
■⼤変便利にありがたく利⽤させて頂いて
居ます。
■⾞椅⼦での病院なので助かっています。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
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｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
平成18年度に⾏われた顧客満⾜度調査においてご利⽤者様より⾼い評価を頂きました。

 
■ 太陽の⾥ 特養部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■（⾷事について）時間がかかっても⾷べ
終わるまで待ってくださるので有り難く思
います。
■⼤変良い環境でよく⾒ていただいている
事、本当に感謝しています。
■素晴らしい環境の中で、⽣活できている
と⼼から感謝しております。

■ 太陽の⾥ ショートステイ部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■度々声を掛けて頂き、やさしい態度にう
れしかったです。
■１８年の暮れに５者⾯談をして不備希望
を話し合いました。１９年始めに利⽤しま
した際、改善されて嬉しく思いました。
■初めての⼊所でしたので家族も⼼配でし
たが、⼤変喜びました。⽼⼈家庭では急に
お世話になりたい時の事を考えるとホット
しました。
■⼤変助かっております。職員の⽅々にご
迷惑をおかけしているのでは、と案じてお
りますが今後ともよろしくおねがいしま
す。

■ 太陽の⾥ デイサービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■重度の⼈を介護していただき⼤変感謝し
ています。皆様明るくて⼤変良いと思いま
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す。
■毎回、⼗分楽しませて頂いているようで
す。皆様との再会も待ち遠しいようです。
■家庭では出来ないことを職員の皆様に介
助して頂きありがとうございます。
■薬を使った際、都度様⼦を連絡帳に記⼊
されており細かい神経を使って感謝してい
ます。
■本⼈が楽しみにﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽに⾏ってくれる
のでありがたい。

■ 太陽の⾥ 配⾷サービス部⾨

ご利⽤者（ご家族）からの声

■職員の対応が⾮常に良いので、このまま
続けてください。
■配達する⽅の笑顔と若いエネルギーに私
も楽しくされて頂いております。
■満点に等しい。毎⽇にこやかに時間通り
配達して頂き感謝しています。
■配達している⽅々のマナーはとても良い
です。嫌な顔⾒せることなく明るく接して
くれることにとても感謝しています。毎⽇
配膳の⽇にかわす⼀⾔がとても楽しく⼼待
ちにしているくらいです。
■栄養も考えていただき、⾊々な料理を⾷
べれるようになり⼀⼈暮らしには感謝につ
きます。

※満⾜度の価は「⼤変良い＋まあ満⾜」の合計です。
 

｜ みくらの⾥ ｜ 梓の⾥ ｜ みなとの園 ｜ 太陽の⾥ ｜

 
 

  プライバシーポリシー │ よくある質問 │ Ｑ＆Ａ │ お問合せ │ 梓友会へメールを送る │ 職員募集のお知らせ

Copyright(c) 2004 SHIYUUKAI All Rihgts Reserved.. No reproduction without permission

http://www.shiyuukai.or.jp/18mikura_en.html
http://www.shiyuukai.or.jp/18azusa_en.html
http://www.shiyuukai.or.jp/18minato_en.html
http://www.shiyuukai.or.jp/privacypolicy.html
http://www.shiyuukai.or.jp/q&a.html
http://www.shiyuukai.or.jp/q&a.html
http://www.shiyuukai.or.jp/ask.html
mailto:siyu1172@quarts.ocn.ne.jp?Subject=from%20shiyuukai%20HP
http://www.shiyuukai.or.jp/staff.html

	18_1
	18_2
	18_3
	18_4

