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健康セミナー

今日から始める栄養ケアと認知症予防
～すこやかライフは毎日の食生活から～

6 月 23 日かわさき記念病院にて 参加者大募集!!

無料

今日から始める栄養ケアと認知症予防
～すこやかライフは毎日の食生活から～

開催日：6 月 23 日（金） 時間：14 時～16 時 開場：13 時 30 分

場所：かわさき記念病院 1 階 研修室＜〒216-0013 川崎市宮前区潮見台 20-1＞

＜内容＞

第 1 部：講演

    日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ株式会社 中央研究所 学術博士 渡邉 愼二氏

第 2 部：認知症予防体操

    かわさき記念病院 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 技士長 岡澤 学氏

募集人員：40 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）

～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：「健康ｾﾐﾅｰの申込み」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 ⑤6/23 健康ｾﾐﾅｰ申込＞

講師：渡邉愼二氏（日清オイリオグループ株

式会社中央研究所研究員<学術博士>）永年、3

大栄養素の一つである脂質と健康に関わる研

究を重ねてきました。最近では、特に高齢者

関連で研究しています。

川崎市宮前区を中心に地域の医療・介護を

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟしている 3 つの施設・法人「認知症

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑﾊﾞﾅﾅ園生田の杜/泉」「鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ」「かわさき記念

病院」が「日清オイリオグループ株式会社」中央研究所の研究員をお迎えし「～健

康セミナー～今日から始める栄養ケアと認知症予防」を開催いたします!!

日本人の平均寿命は、江戸時代には、一説には 30～40 年と言われ、第二次大

戦直後でも 50 年程度でした。その後の経済成長、社会保障や医療の充実、そし

て栄養状態の改善によって、現在では昔に比

べ高齢者は若々しく、日本は世界一の長寿

国となりました。いつまでも病気もなく、健康

的に人生の終焉を迎えることは理想ですが、

全ての方がその様に理想的であるわけではあ

りません。今回は、高齢者の低栄養と認知症

予防の視点から耳よりな食生活情報をお届け

します。

主催

ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜･泉＜ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞～介護施設/ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ＜社会福祉法人ｾｲﾜ＞～介護/地域包括支援ｾﾝﾀｰ

かわさき記念病院＜医療法人花咲会＞～医療/認知症専門病院

協力：日清オイリオグループ株式会社

～バナナ園グループでは～

3 人のﾆｭｰﾌｪｲｽ・新卒社員を迎えました

桜の蕾が開き始めた 4 月 3 日。ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでも新卒社員の入社式が行われました。当社は

昨年に引き続き、介護総合職として採用活動を行い、お陰様で今年度は 2 期生として女性 2

名、男性 1 名の新卒社員を迎えることができました。とても緊張している様子で式に出席し

た 3 人。表情も硬く、まだあどけなさが残る新入社員たちですが、挨拶になると力強く今後

の抱負や意気込みを語ってくれました。今後、介護総合職として現場の介護業務はもちろん

のこと、人事・総務・経理・営業にかかわる業務にも携わっていく予定です。今年の新卒社

員はそれぞれ異なる 4 年制の文化系学部を卒業してきた方たちです、社会人としてのｽﾀｰﾄを

きり、きっとはじめてのことばかりで新しく学ぶことが沢山あるでしょう。そんな 3 人が今

後どう成長していくのか、今からとても楽しみです。3 人の共通点は･･･血液型！(笑)なんと

全員 O型だそうです。そんな大らか(?)な同でお互いに協力し合い、切磋琢磨しながら頑張っ

ていってもらいたいです！我々もきちんとｻﾎﾟｰﾄできるよう、見守っていきたいと思います。



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    

★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 950 円～1100 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：当社各施設 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

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行）

通算第 149 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
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～多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」より～

生田緑地でお花見を楽しみました
～宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」より～

お花見三景

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

【ばなな会新丸子：在宅介護】       
●ばなな会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新丸子  ☎044-712-5946

●ばなな会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ☎044-712-5945  
               ↑ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手

4 月 5 日川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞでは入居者様、ｽﾀｯﾌ

全員で生田緑地にお花見に行ってきました。 生田緑地は川崎市の多摩丘陵

の一角にある市内最大の緑の宝庫で春はお花見の名所として多くの人たち

で賑わう市民にとっての癒しの場所です。 今回の花見はこの生田緑地で一

番高い場所で鎌倉時代の源頼朝の侍大将であった稲毛三郎重成が城を構え

たと伝えられる桝形山にある展望台まで行きお花見を楽しむ計画です。 当

日はそよぐ春風が気持ちのいい絶好のお花見日和となりました。ｽﾀｯﾌが運転

するﾏｲｸﾛﾊﾞｽに乗り込み、生田緑地に向かう車内では入居者様たちは、まる

で学生時代に戻られた様子で、「ﾜｰﾜｰｷｬｰｷｬｰ」お話に花を咲かせたりお菓子

を食べたり遠足に向かうような雰囲気。 さて、現地に到着すると駐車場か

ら桜並木は満開、入居者様たちも「ﾜｰきれい!! 桜を見れて本当に良かった」

と早くもご満悦状態!! お花見客はｼｰﾄを広げ、お弁当を食べながらの花より

団子状態、当初の計画も忘れ入居者様たちは「私たちもここでお弁当にしま

しょう？」のﾘｸｴｽﾄ、早速用意したお弁当を広げﾊﾞﾅﾅ園生田の杜ﾁｰﾑも花より

団子状態に突入しました。皆様大変喜こばれ「今年も桜を見ることができ本

当に良かった」「来年も必ず連れてきてね」とおっしゃられ、当初の目標で

ある桝形山展望台でのお花見は諦めることになりましたが、入居者様はもち

ろんｽﾀｯﾌも大変満足したｲﾍﾞﾝﾄになりました。

ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞでは今後も季節を感じる様々な催し物や毎月行われるお楽

しみ食事会＜ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ｻﾀﾃﾞｰ＞他、様々なｲヴｪﾝﾄを企画しています。「ｲﾍﾞﾝﾄ

に参加してみたい」「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をしてみたい」、また「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑを見学し

たい」「介護や認知症のことを相談したい」等ありましたら、お気軽にﾊﾞﾅﾅ

園生田ﾋﾙｽﾞ（管理者：大井）までご連絡ください。

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

車を降りてまずは水分補給! 大きな桜の木

の下で記念撮影

来年こそは桝形山を目指しましょう！

拡大写真で !

暖かい日々が続き、桜の花も膨らみ始めました。川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞ

ﾅﾅ園生田の杜 1F、2F/生田の泉(3F)」。例年は 3 ﾌﾛｱ合同の花見を企画するのですが

今年はﾌﾛｱ毎のお花見を企画しました。

4 月 12 日＜生田の杜 1F＞午前 10 時半いざ出発。場所は多摩区にあり、かの三

船敏郎や横溝正史他多くの著名人も眠っている公園墓地「春秋苑」へ、小高い丘

陵に桜や椿が咲き乱れる美しいお花見ｽﾎﾟｯﾄです。この日は前日までの寒々しい雨

も上がり、春爛漫の快晴になりました。いつもお世話になっている介護ﾀｸｼｰのﾄﾞﾗ

ﾊﾞｰさんが、「今日は、雨女はいませんね。」（笑）「雨女ってどこにいるの？誰の事？」

と入居者様、車内でも話がはずみ、参加者全員が笑顔になります。笑いの中あっ

という間に目的地に到着！ﾊﾗﾊﾗと舞い降りるｿﾒｲﾖｼﾉのやわらかなﾋﾟﾝｸの花びらの

歓迎にいつもはあまり歩きたがらない皆さんも、｢上にも桜はあるの？行ってみた

いわ。｣と少し急な階段を楽しげに登っていかれ、ｽﾀｯﾌもﾊﾗﾊﾗ。息を切らせながら

も「きれいねえ!」皆様の満面の笑みにｽﾀｯﾌもﾎｯとしました。

さかのぼり 3月 31日＜生田の杜 2F＞のお花見。こちらは小雨降る肌寒いなかで

同じく「春秋苑」での花見となりました。例年であれば満開の近いｿﾒｲﾖｼﾉはまだ

咲きそろわず、少し寂しい感じのお花見になりました、しかしそこは食べ物次第。

花見もそこそこに地元で評判の蕎麦店へ、美味しいご馳走が並べば皆様ご満悦。

この日はﾎﾞﾘｭｰﾑ満点の花見御膳。運ばれてくると同時に「いただきます」の声も

無く、あっという間に箸に手が伸び、見る間に天婦羅、蕎麦、茶碗蒸し、等･･･〆

のﾃﾞｻﾞｰﾄの善哉までお腹の中に消えていきました。花より団子。写真撮影も満腹

笑顔で。生田の杜 2F のお花見は無事終了しました。

前日よりてるてる坊主を入居者様と職員で張り切って作り、準備万端の＜生田

の泉(3F)＞。4 月 11 日、お花見当日を迎えると、何と外は大雨ふり!! 残念なが

らてるてる坊主にもふられ、ﾄﾞﾗｲﾌﾞしながら車の窓ごしからのお花見となりまし

た。この日地元菅生緑地のｿﾒｲﾖｼﾉは満開。「ｳﾜ～ｷﾚｲね。」と言いつつも残念そうな

ため息があちこちから。東急田園都市線、たまﾌﾟﾗｰｻﾞ駅近くの桜のｱｰﾁをくぐりぬ

けた時は、「なんてｷﾚｲなの！」と大感激。そのﾑｰﾄﾞのまま入居者様か

らのﾘｸｴｽﾄでﾃﾚﾋﾞで話題の K寿司店へ。ｶｳﾝﾀｰ席を皆で陣取り「板さ

ん、これ！」と各々が注文、握りたての特大の寿司を頬張り、大満腹！

ｽﾀｯﾌは「こんなに食べて大丈夫?」と心配になりながらも、皆様の満足

そうな笑顔にﾎｯとしました。今年のお花見は各ﾌﾛｱそれぞれ、雨あり、

晴れあり、笑顔で無事終宴となりました。

<左：生田の杜 1F>公園墓地「春秋苑」にて記念撮影!

<右上：生田の杜 2F>蕎麦割烹で花よりﾗﾝﾁ!

<右下：生田の泉 2F>ｶｳﾝﾀｰで花より握り寿司!


