
地域作りのための「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報会議」で「そばうち」の講師を務める

当法人の矢野理事長。これは理事長が本場戸隠で会得した「そばうち」

の秘伝をﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ希望の皆さんやｽﾀｯﾌに習得してもらい、各所で生かし

てもらおうと今年の春から開始したもの。6月 23日には多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾎｰﾑ生田ﾋﾙｽﾞで「そばうち大会」を実施。ｽﾀｯﾌや入居者とともに「そば

うち」を楽しんだ。手取り足取りの指導の甲斐と、慣れぬ手つきで汗だ

くになりながら打ち上がったソバの出来映えに作った本人たちも吃

驚！そして食べてみて二度ビックリ！、この日は施設にﾍﾙﾊﾟｰ実習に来

ていた研修生もこの「そばうち」を体験。研修生のＡさんは「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ

ﾑならでの楽しいｲｳﾞｪﾝﾄ、ﾍﾙﾊﾟｰの実技だけでなくそばうちの秘伝まで伝

授していただき得した気分、入居者様の喜んだ顔とおそばまで頂き本

当の福祉の醍醐味を味わえた」と大喜び。 
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<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ>バナナ園ほりうち家 

地域交流会「口腔ｹｱ･ｾﾐﾅｰ」開催！ 
6 月 16 日<土>、川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」にて

恒例の「地域交流会」が開催されました。H16 年のｵｰﾌﾟﾝから定期的に開

催されている地域交流会も回を重ねて第 7回、これまで「お花見」や地

域の皆様によるｱﾄﾗｸｼｮﾝでﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを組んできましたが今回は趣向を変え

歯科衛生士を迎ての「口腔ｹｱｾﾐﾅｰ」を実施。「口腔ｹｱ」は高齢者に限らず

一般の方にとってもその重要さが注目されており 30 人以上の皆さんが

参加、更にｹﾞｽﾄとして地元選出の県会議員のたきた孝徳様、中原区高齢

支援課課長、地域の介護関係者もこのｲｳﾞｪﾝﾄに駆けつけてくれました。

新居先生の講義に熱心に耳を傾けていた地域からの参加者山本＜仮名＞

さんは「おばあちゃんのために話を聴きに来たが、早速今日から家族で

口腔ｹｱを始めたい」と語 

ってくれた。また、たき 

た孝徳様から「地域の皆 

様と共に参加し、皆様の 

お話を伺えることは大変 

有意義。素晴らしいｲｳﾞｪ 

ﾝﾄでした、議員として是 

非この経験を生かしてい 

きたい。また地域に於い 

てご要望があれば是非相 

談にのりたい」とお褒め 

の言葉を頂きました。 

バナナ園 検 索   ホームページにも情報満載！ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
ババナナナナ園園  

↓ 
認知症専門 
044-588-0890

 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾀｯﾌ<登録ﾍﾙﾊﾟｰ/正社員他>募集中!! 
★グループホーム他当社の介護施設・事業所では只今正社員他スタッフを募集中です★ 

◆資格無くても可能職種あり◆ 

●募集内容 ①非常勤登録ヘルパー＜ヘルパー2級以上必要＞登録のみも OK！ 

②ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等の管理者候補、主任ﾍﾙﾊﾟｰ＜正社員・有資格者・経験者優遇＞ 

      ③非常勤施設内ヘルパー＜週 2日以上勤務可能な方＞④夜勤専任パート社員 

●給与：  ①時給 1,150 円＜生活＞～1,750 円＜身体＞ 

②月給 185,000 円～280,000 円＜資格・経験により優遇＞ 

      ③時給 900 円～1,000 円＜資格・経験により優遇＞④1勤務 12,000 円～13,000 円 

●勤務時間 ①都合の付く時間で OK②③ 9：00～17：00 ④17：00～9：00＜夜勤＞ 

●休日：  ①4週 6休及び年間 15日の祝日分の指定休日＜15日の祝日分の指定休日＞  

●勤務地：川崎区四谷上町/幸区南加瀬/中原区小杉陣屋町/中原区下小田中/多摩区三田 

●問合せ：あい介護ﾈｯﾄﾜｰｶｰｽﾞ 担当：永田・若狭 ☎044-433-4651  

■本社ﾋﾞﾙ→ 

川崎市中原区 

★訪問介護部門 

★居宅支援部門 

★教育事業部門 
 

<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ>のんびり～す 

「第５回のんびり語ろうの会」開催！ 
さる６月１７日に川崎市 

中原区ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑのんびりー 

すでは「第５回のんびり語 

ろうの会」を開催しました 

。今回は、入居者およびそ 

の家族を中心に、町内代表 

、ボランティア連絡会議ﾒﾝ 

ﾊﾞｰ、近隣で同じくグルー 

プホームを通じて活動を続 

ける「グループホーム中原 

」のスタッフと２０人以上 

の方々が参加されました。当日は参加者各位の挨拶の後、前町内会副

会長で民生委員の竹村三郎様から町内＜下小田中＞の福祉の現状や町

内会組織の説明を頂き、更にケアマネージャーの高橋より今後のケア

と施設としての地域活動方針の説明を行いました。ご家族の坂田様＜

仮名＞は「高齢者が安心して暮らせる街作りに前向きに取り組む姿勢

が感じられ、安心して家族を預ける事が出きる」と語ってくれた。こ

うして関係者やご家族の方々が一同に介して交流することはなかなか

機会がないが、管理者の藤原は「まずは皆様のコミュニケーションの

場を提供することが必要と思う、それだけでも有意義なことと感じる、

今後は施設を通し地域密着から地域共生・発展への足がかりにしたい」

と語ってくれた。  

 

 

 

戸隠仕込の秘伝公開!!そばうち大会の巻 

あなたのそばより蕎麦が好き！ 

実はうつより食べるのがすき！ 



カイゴのゴカイ⑯ 
～介護の誤解～ 

「不正受給」問題を考える 
 

ここひと月ほど介護業界大手の「不正受給」問題が明らかになり

社会的問題になっています。そんなこともあり、今回は、介護保険

制度を踏まえてこの事件について考えて見ます。 

Q：不正受給を本当にしたの？ 

A：行政やマスコミの発表によると業界大手企業に関していえば間違

いはなさそうで、絶対にあってはならない事です。但し全てがそう

であったかというと「？」の部分もあるかもしれません。例えば監

査＜行政による立ち入り検査＞が入ると、介護保険開始当初から調

査される場合もあります、ｽﾀｰﾄ時点は制度自体が未完成で行政提出

書類等も不完全な部分もあり現在の基準で調査をするとまずいもの

が出てくるかもしれません。また、いわゆる｢誤請求｣＜悪意の無い

間違い＞も一括して「不正」と言われている事も想像が出来ます。 

Q：私のお気に入りのヘルパーさんはちゃんと来てくれるの？ 

A：原則ヘルパーの指定に関して言えば、例えばホステスさんのよう

に「××さんご指名！」というのは難しい部分がありますが拒否権

はあります。また、希望を伝えたり業者を選ぶ事はお客様の大切な

権利です。しかし「均一サービスの堅持＜どんなヘルパーが来ても

一定レベルの仕事がこなせなければならない＞」これが介護保険の

原則です。よって質問の心配はもっともですが法的には完全に対応

することは不可能な希望かもしれません。 

１．やっぱり民間の利益優先ではだめでしょ？ 

「介護」ビジネスの場合「利益優先」の経営体質は問題があるかも

しれません、ただし民間である限り適正な「利潤」が確保出来なけ

れば事業の継続は不可能です。そもそも、介護保険制度を導入する

際、一番問題になったのが「サービスの質」で、それ以前は行政中

心の措置制度の名の下に、劣悪なサービスが横行していたとも言わ

れます。ようは「サービスの質」があって「利益」が確保出来る、

社会主義から資本主義へ介護の世界は移行したと考えるべきです。

きちんとしたサービスの提供、質の向上のために民間の競争力・発

想力を導入し「ビジネス」として介護を成り立たせることが必要と

判断し介護保険が導入されたと考えるべきではないでしょうか。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

は各施設もしくは総合案内 

☎044－433-4651 

までご連絡下さい 
 

この店がお薦め!⑯＜介護用品＞ 

㈱柴橋商会 

介護用品ｼｮｯﾌﾟ川崎 
 

第 16 回はﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟがお世話になっている介護用品お店「介護

用品ｼｮｯﾌﾟ川崎」の紹介。JR川崎駅から市役所通りをまっすぐ、第一

京浜を渡ってすぐ、バスなら宮前町で降りると便利だ。もともと病院

や施設向けに寝具等のﾘｰｽを行っている柴橋商会が 2003 年にｵｰﾌﾟﾝし

た介護用品のお店第 1号、このお店を含め県内に 6店舗を展開してい

るそうだ。広々としたﾌﾛｱには様々な福祉用品がならび、ｽﾎﾟｰﾂ用品店

のような感じもする。6人のｽﾀｯﾌのうち 4人の福祉用具専門相談員が

親切にお客様の相談にのってくれる。「福祉用具専門相談員はお客様

のﾆｰｽﾞやｲﾒｰｼﾞに合わせてﾒｰｶｰやｻｲｽﾞ、ﾃﾞｻﾞｲﾝを探したり、住宅改修

のお手伝い、ｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行います。介護用品はなかなか手に取って実

物を見るﾁｬﾝｽが少ないもの。信頼できる相談員のｱﾄﾞﾊﾞｲｽを求めるこ

とは勿論、実物を見、手に触れ購入していただくのが一番。上手に介

護用品を使えば、介護させる人も、介護する人も、快適になります！」

と鈴木店長は語ってくれた。通常の介護用品は 

勿論、紙ｵﾑﾂ等、扱い商品の全てを市内であれば 

無料配送もしてくれる。 

■川崎市川崎区榎町1-8   

■9：00～17：30、土 10：00～17：00 

＜日曜・祝日定休＞ 

☎ 0120-74-8320 
ﾎー ﾑ･ﾍ゚ ｼー゙  http://www.shibahashi.co.jp/kaigo/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 こんにちは、うっとおしい梅雨の季節ですね。みなさんいかがお過

ごしでしょうか？今回で 6 回目になるこの連載、今回は私の趣味のお

話をしてみたいと思います。 

 私はコンピューターゲームが大好きで学生の頃から勉強や部活動の

合間をみては没頭してきました。社会にでてからも仕事や勉強の合間

に、子どもが生まれてからは妻と子どもが寝静まった後に時間をつく

ってやっています、所謂「ｹﾞｰﾑﾏﾆｱ」です。こんな私が一番熱中したゲ

ームが「ファイナルファンタジー11」というオンラインゲーム、これ

はインターネットを利用し、仮想世界の中でプレイヤー達が冒険をし

ていくもので、ゲームの中で多くの人と出会い、友人もできコミュニ

ケーションがとれるというもの、それまでに体験したことのないもの

でした。しかし、決まったパターンや終わりの無いもので、はまって

しまうと徹夜になってしまうことも…、というわけで妻の妊娠を境に

足を洗いました。よって、最近はもっぱら｢ニンテンドーＤＳ｣に転向、

これなら通勤や休憩時間でも楽しめます。ご存知の通り、これはペン

で画面を直接タッチして遊べるゲーム、我が家の 2 歳の娘も既に楽し

んでいます。実はウチの母もゲーム好き＜この息子にしてこの親あ

り？＞「考えながら指を動かすから頭の体操にいい」とゲーム楽しん

でおり、この｢ニンテンドーＤＳ｣は親子三代のちょっとしたコミュニ

ケーション・ツールになっています。 

実際に任天堂では、当初よりこの「ニンテンドーＤＳ」は高齢者をか

なり意識して開発したと聞いています。「アタマスキャン」等まさに高

齢者をターゲットにしたソフトも開発されていますし、大ヒットした

「脳トレ＜脳を鍛える大人のＤＳトレーニング＞」は海外でもベビー

ブーマー世代から高齢者に向けて大ヒットしているといいます。 

「ゲーム」と言うと、ついつい「子供や若者」と考えてしまい勝ちで

すが、手先や頭を使うということで麻雀が介護の現場で使われている

ように。固い頭をすこし柔かくして、このようなコンピューターゲー

ムも家庭や介護の現場で使ってみたらいかがでしょうか？しかし｢ニ

ンテンドーＤＳ Lite｣で使いやすくなったというものの、高齢者や子

供でも扱いやすいよう「もう少し画面が大きくなったらなあ」と、こ

れはいち「ｹﾞｰﾑﾏﾆｱ」の希望です。 
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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 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-588-0645 

●グループホーム「第二ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773 

●高齢者ｹｱ付住宅「IDS ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-580-3210 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」☎044-722-5361 

●グループホーム「のんびりーす」☎044-797-3314 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599 

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾅﾅ園☎044-588-0890 

●あいｹｱｻｰﾋﾞｽ☎044-433-4651 

●すこやかｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ☎044-411-3120 
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生 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

編集：あい．介護ネットワーカーズ 
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4651 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

連載⑥ Dr.洪太の 

訪問歯科日記 

私の正体は？ゲームマニアです 

  

  

 

ｲｹﾒﾝ相談員 

鈴木店長 


