
★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!

■募集要項
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問

★給与：① 月給：193000 円～<夜勤 5 日含む>

②�時給 1020 円～1170 円<介護福祉士>

夜勤 1 回 15,000 円～16000 円  
※ 別途処遇改善加算交付金あり

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄

★勤務場所：各施設 10 箇所の中から通勤し易い場所を選べます。

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

☎044-455-6117
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バナナ園 検 索

地域福祉セミナー

誤解だらけの「個人情報」
～「個人情報」使う人も・使われる人もこれで安心～

EAST

無料・予約制

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中

講師：村井祐一氏（田園調布大学人間福祉

学部学部長、教授<工学博士>）大学で教鞭

をとるかたわら、近年では社会福祉領域に

おける情報活用と地域福祉の推進を中心

として研究を続け、地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの推

進、個人情報活用（見守りﾈｯﾄﾜｰｸや連携・

協働の仕組みづくり）、等、福祉施設や地

域福祉現場での実践と研修を行っている。

誤解だらけの「個人情報」
～「個人情報」使う人も・使われる人もこれで安心～

開催日：11 月 14 日（水） 時間：14 時～15 時 30 分 開場：13 時 30 分

場所：かわさき記念病院 1 階 会議室

＜〒216-0013川崎市宮前区潮見台 20-1＞

講演：田園調布学園大学 人間福祉学部 学部長・教授

村井祐一氏<博士(工学)>
募集人員：50 人（先着/無料：満席になった場合お断りさせていただく場合もございます：ご了承ください）

主催：ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＜㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ介護施設運営＞かわさき記念病院＜医

療法人花咲会＞鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ

～お申込はお電話もしくは FAX で～

お問い合わせ：かわさき記念病院 総合相談センター

電話：044-977-3100
＜平日 9 時～17 時 30 分 土曜 9 時～12 時 30 分：「地域福祉ｾﾐﾅｰの申込み」とお伝えください＞

FAX：044-977-3105 （以下①～⑤をご記入の上 FAX して下さい）

＜①代表者のお名前 ②ふりがな ③参加人数 ④ご連絡先電話番号 ⑤11/14 ｾﾐﾅｰ申込＞

October
㈱ ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ
バナナ園

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

☝
044-455-6119

鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ

かわさき記念病院

ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜/泉

かわさき記念病院総合相談センター

地域医療連携室宛
11 月 14 日地域福祉セミナー参加申込書⑤

＜FAX 044-977-3105＞

① 申込者＜代表者＞のお名前 ②ふりがな

                                 

③ 参加人数                  ④ご連絡先＜電話・携帯番号＞

                                 



グループホーム空室情報
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記   

の各施設もしくは総合案内

044-455-6119    

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行）

通算第 166 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス
川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/

～川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」より～

小倉神社 ～宵宮祭（よいみやさい）を楽しみました

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」では地元の市立東橘中学校（中

原区：山田英児校長）の「総合的な学習の時間」の「福祉体験」の場として、

この夏休み 8 月 29日、同校 1年の 9名（男子 6名、女子 3名）の生徒さんの受

け入れを行いました。生徒さんは施設集合後、管理者からｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと認知症の

理解の為に事前学習を受けてから入居者様のもとへ、まずは全員にご挨拶と自

己紹介。初対面ということもあり、緊張していた様子。午前中は、ｽﾀｯﾌととも

にﾌﾛｱの掃き掃除、そして昼食の盛り付け、配膳のお手伝いを体験。お食事の前

に少し時間を作り、入居者様の夢と、生徒さん達の将の夢を語り合ってもらい

ました。そして午後は、施設周りの掃除と食器洗いなどを体験した後、おやつ

を食べながら学校で考えてきたﾚｸﾘｴｰｼｮﾝを披露。生徒さん主導で、神経衰弱や

ﾊﾞﾊﾞ抜きなどのﾄﾗﾝﾌﾟ、高齢者向けの『なぞなぞ』などを皆で楽しんで頂きまし

た。学校で充分に「予習」をしてきたそうです。生徒さんたちは入居者様に対

し自然にゆっくり、やや大きな声で話しかけてくれます、耳の遠い方にはわか

りやすいように紙に書いてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取ってくれたことには、入居者様も、ｽﾀ

ｯﾌも大変関心しました。午後になると午前中のような緊張はもうありません。

お仕事も、入居者様との触れ合いも自主的に積極的に取り組んでいました。生

徒さんたちは「お年寄りは食事がゆっくり！」「移動するときや、お話をする時、

動作が遅い方がいてﾍﾟｰｽを合わせるのがﾏｼﾞに大変！」「耳が遠いようで大きな

声で話をしなければならない。」等、普段学校や家庭では体験できない発見をし

たようです。一方、入居者様もかわいらしい生徒さん達とお話しが出来てとて

も嬉しそうでした。そして生徒さん達が帰ってしまった後は、少し寂しそうで

した。生徒の皆さん、一日大変だったと思いますが、すべて初体験だったこと

に一生懸命取り組んでくれてありがとうございました。この体験が生徒さんた

ちの視野を広げ、少しでも今後の人生にお役に立つことが出来れば、ｽﾀｯﾌ一同

嬉しいです。そして何年か後に福祉の仕事がしたいです。と、扉をたたいてく

れる生徒さんが来てくれることを期待したいと思います。

猛暑も峠を過ぎた？8 月 26 日の日曜日。川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、第 2 ﾊﾞﾅ

ﾅ園では昨日から入居者様やｽﾀｯﾌがそわそわ落ち着かない様子です。地元、

幸区小倉にある「小倉神社」の毎年恒例の大祭が昨日から今日にかけて開

催されているからです。町内は朝からお祭りﾓｰﾄﾞ一色。お神輿も半日かけ

て町内を巡回していきます。小倉村に古くから鎮座する八雲神社、八幡神

社の 2 社を合わせ、八幡神社の故地に新社殿を創建し御祭神の神徳を仰ぎ

郷土の反映と氏子一同の福祉を祈念するために奉斎したものと言われてい

ます。御祭神はｽｻﾉｵﾉﾐｺﾄ、ﾎﾑﾀﾞﾜｹﾉﾐｺﾄだそうで遥か昔、日本神話の時代を

想像してしまいます。境内などでは毎回出店や屋台もありで、こちらも楽

しみの一つ。「夕方日が暮れて、涼しくなってからいきましょうよ。」と入

居者様からﾘｸｴｽﾄ。出店では何を買おうかと真剣に話をしています。「朝ね、

窓から神社が見えるの。もうお神輿が神社を出発して町内の皆さん忙しそ

うよ。」と施設の中もお祭のようです。当初の夕方 5時出発を「待ちきれな

いよ！早い方がいいね！」と 4 時に繰り上げｳｷｳｷ気分で出発しました。神

社では、舞台が設置され町内の有志やｶﾗｵｹ自慢の皆さんの「歌謡ｲｳﾞｪﾝﾄ」

が開催、ﾄﾘにはなんと川崎市のご当地ｱｲﾄﾞﾙ･ﾕﾆｯﾄ「川崎純情小町」まで出

演し、大盛り上がりです。実は第 2 ﾊﾞﾅﾅ園のｽﾀｯﾌ A さんのお嬢さんもｷｯｽﾞ･

ﾀﾞﾝｽﾁｰﾑ“夢桜” に入られていてこのｲｳﾞｪﾝﾄに参加、入居者様、ｽﾀｯﾌみん

なで大声援を送りました。そんな中「人込みは嫌いなのよ」と渋々ついて

来られた方も、会場の席に座ったら満面の笑顔に声をからしての応援、ｲｳﾞ

ｪﾝﾄが終わっても「帰りたくないわ」とおっしゃり皆でﾋﾞｯｸﾘ。帰り間際に

香ばしいにおいに誘われて、出店での買物はお好み焼きに決まりです。ま

だまだ蒸し暑い夏の終わりですが、入居者様の皆さまが季節を感じて楽し

んで頂き幸せ気分の夏の一日でした。

バナナ園グループ
【グループホーム】                                            

●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773     

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295    

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692  

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634

  

            

～中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびり～す等々力」より～

東橘中学校生徒さん～福祉体験受入～

入居者様、ひ孫のような“夢桜”のﾒﾝﾊﾞｰと記念撮影!!

目指せ第 2 の川崎純情小町!!川崎市幸区の舞祭ﾁｰﾑ“夢桜”

はﾀﾞﾝｽが好きなｷｯｽﾞが集まり、市内のお祭りやｲｳﾞｪﾝﾄへの参

加をﾒｲﾝに活動しています。

まだまだ暑い 8月の

夕暮れどき、ｳﾁﾜを

持ってｽﾃｰｼﾞ前の特

等席に集合 !!まる

で夏ﾌｪｽのようです

（笑）

おやつを食べﾚｸ

ﾘｴｰｼｮﾝを楽しむ

頃にはすっかり

打 ち 解 け た 様

子、ｼﾞｲｼﾞ、ﾊﾞｱ

ﾊﾞと孫＜ひ孫＞

のような光景が

見られました。

第 8 回認知症予防学会にて研究発表!!
～横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」が参加～

横浜市中区の認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」では 2016 年のｵｰﾌﾟﾝ以

来、食用油でお馴染みの日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱と共にｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病の周辺症状に効

果があると言われている「MCT（中鎖脂肪酸油）」についての研究に取り組

んでおり、このほど東京都千代田区の日本教育会館にて開催された「第 8 回

日本認知症予防学会学術集会」(9月 22～24 日)にて「表情の数値化による

認知症症状の評価～中鎖脂肪酸摂取による表情の変化について～」として

研究発表いたしました。発表内容は、『認知症の方が MCT を摂取すること

により、日常生活に笑顔が増えたことを「表情解析技術」で捉えた』とい

うものです。日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱中央研究所の研究員、佐々木さんの発表に

同席したﾊﾞﾅﾅ園横浜山手の江藤管理者、ｽﾀｯﾌの吉野さんは「半年に亘り皆

様のご様子や変化を記録、日清ｵｲﾘｵの研究者の皆さんと研究結果をまとめ

あげられた事は施設にとっても大きな勉強になり、学会での発表に結びつ

いたことは、小さいながらも誇りになりました。」と語っていました。

演台で研究発表をする日清ｵｲﾘｵの研究者の佐々木さん＜写真左＞。佐々木さん (左)と施

設の研究担当、江藤管理者、吉野さん＜写真右＞。


