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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

 

★川崎大師バナナ園＜ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ＞★ 

南大師中学校生徒さんボランティア体験学習受け入れ！  
～リニューアル完成！新規入居者/スタッフ同時募集～ 

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 
 

 

2 月 12 日川崎市川崎区のグループホーム「川崎大師バナナ園」では、川崎市立南

大師中学校＜川崎区：渡邉洋子校長＞の「ボランティア体験学習」の場として、1

年、2年の生徒さん 10 人の受け入れを行いました。これは、正規の授業とは別に課

外学習としてボランティアを通じ生徒たちにさまざまな方との交流体験で「地域と

の触れ合い」や「共に生きる」ことを考える一歩にしてもらうため。今回は「認知

症」にもスポットをあて、この｢体験学習｣を認知症対応グループホーム「川崎大師

バナナ園」にて行うこととなったものです。 

 当日は、珍しいお客様を入居者であるお年寄りたちも大歓迎！更に永年地域でボ

ランティア活動を続けるピエロに扮した「エミリー内田」さんも参加、「バルーンシ

ョー」や生徒さんたちの「ケン玉ショー」「メンコ合戦」で交流を楽しんだ。核家族

化がすすみ、普段お年寄りとのふれあいや交流の少なくなってきた生徒さんにとっ

てお年よりたちとの会話や施設での生活を実体験することはかけがえのない想いで

づくりとなったようです。「普段の授業とは違い、ふれあいが感じられてとても楽し

かったし入居者のみなさんやスタッフと接することにより優しい気持ちになれた」

「認知症の方でも、お話をする限り普通のお年寄りと変わらず、イキイキとお話さ

れる姿が印象的でした」「皆さんの思い出話や苦労話はとても新鮮でドラマのようで

した」「これからもちょくちょく遊びにきたい」と、優しい感想が寄せられた。昨今、

「ゆとり教育」の是非が問われているが、訪問してくれた南大師中の生徒さんは、

皆、素直で優しい方ばかり、また生徒さんと入居者の触れ合いを見て、眼をウルウ

ルさせていた引率の先生が印象的でした。地域とのふれあいを進めていく上で、今

後も積極的にこのような場を提供していきたいとｽﾀｯﾌは語ってくれました。 

一方このグループホーム「川崎大師バナナ園」では先月よ

り居室の一部＜5部屋＞他の改装、リフォーム工事を進めて

おりましたが、これが 2 月 9 日に完成。現在この改装にあ

わせ 3 部屋にて新規入居者様募集中です。お部屋はいずれ

も日当たり良好の南向きの個室でバルコニー付。もともと

グループホームという小規模の介護施設の役割は、街や地

域に溶け込む形で認知症の皆さんがスタッフとともに家庭

での暮らしのをそのまま続けることにより、認知症の症状

を和らげ、その人らしい暮らしを持続させようというもの。

新築同様の新しいお部屋と認知症介護のプロスタッフが新

しいお客様をお待ちしています。なお、このリニューアル

に合わせ、介護スタッフも募集中です。 

■施設見学受付中■川崎大師バナナ園 

■☎ 044-280-2386 

 
ピエロに扮した地域ボランティア暦 10 年の「エミリー内

田」さんの見事なバルーン・ショーを楽しむ川崎大師ﾊﾞﾅﾅ

園の入居者と南大師中学校の生徒さん 

  
川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園外観 ﾘﾌｫｰﾑでお部屋も廊下もﾋﾟｯｶﾋﾟｶです！ 



好評の研修会、豪華講師陣を迎 

えいよいよ川崎市にて 4月 5日 

開催！家族介護の他、地域の福 

祉に興味を持ち、専門的な知識 

技能を修得、ボランティア（有 

償）等、地域の福祉活動に貢献 

する意欲のある方大歓迎!! 

募集定員になり次第締め切りま 

す。お早目のお申し込みを！ 

 

＜講義内容＞ 

◆地域密着サービスの現状と今後の課題～施設介護から在宅介護の重視 

講師 いだ地域包括支援センター センター長 阿部 よし子 

◆介護業界の動向と発展向上のために  

講師 雑誌「かいごの学校」（㈱日本医療企画） 編集長 星野 光彦 

◆高齢者介護と在宅医療の連携 

講師 登戸診療所院長  医師 飯田 茂  

◆介護実例発表～認知症の妻と１１年、自宅で看取るまで 

講師 認知症家族の会 青梅ネット 代表 長谷川 正  

◆日常生活と地域リハビリ～脳梗塞・脳内出血・転倒防止の予防など 

講師 作業療法士 森井 聡 

■研修日程：平成 20年 4月 5日（土）9時～16：30 時＜予定＞ 

■研修会場：ミューザ川崎シンフォニーホール第２研修室・第３研修室 

川崎市幸区大宮町 1310 TEL 044-520-0100 

■研修対象：一般の方（高齢者を支えるご家族）介護従業者等  

■募集定員：45名（先着順受付） 

■受講料： 3,500 円 （テキスト代込み）  

■主催：NPO 法人福祉振興会 

■協賛：「かいごの学校」（㈱日本医療企画）、WAC あいﾈｯﾄﾜｰｸ、地域創

造ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ（社）長寿社会文化協会 

■応募は下記までお問い合わせ下さい 

★お問合せ時間は(月)～(土)9時～16時まで  

★ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ：0120-14-4137※研修担当（小関・福本） 

カイゴのゴカイ⑲ 
～介護の誤解～ 

ホントの介護の悩みとは？ 
「永年いがみ合った姑の介護に追われ 10 年、辛いことばかりでしたが、

亡くなる直前にその姑から『有難う』の一言で全てが報われた。」という

美談を聞きました、正直これは小説やドラマの中ではあっても、実際には

なかなかある話ではありません。あったとしても 10 年という長く辛い

日々は戻ってはきません。また「介護にとって最も重要なのは受容と傾聴

（介護される人の立場に立って介護をすべき）」ということが秘訣のよう

に言われますが、家庭で介護に携わる人々にとってこれは続けられること

ではありません。上手に介護保険を利用、第三者の力を借りる方が余程負

担を減らす事になります。実際、家庭介護のなかにあっては「介護の方法」

や「介護技術」よりも「家族関係や心の問題」、つまり「嫁姑の問題」「別

居親族との関係」「夫や親族の助けが得られない」･･･等々、が切実な悩み

なのではないでしょうか? 現状の介護保険制度はあくまで「介護される

人」の立場には立っていてますが介護保険の中でコンサル業務を担うケア

マネージャーに相談する事も一案かも 

しれません。解決にはならなくとも「 

グチ」や「悩み」を思いっきり聞いて 

もらう、これだけでも随分と心の負担 

は軽くなるものです。また、身内のゴ 

タゴタはなかなか安心して他人に話せ 

るものであありませんが、厚生労働省 

助成事業の「介護支え合い相談」は無 

料の電話相談を受け付けてくれます、 

利用をしてみるのも一手です。 

◆ 厚生労働省助成事業 

「介護支え合い相談」 

◆ 0120-070-608 

＜フリー・ダイアル＞ 

◆ ホームページ 

http://www.ilcjapan.org/kaigo/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

は上記の各施設もしくは総合案内 

☎044－433-4651 
現在の空室＜2 月 25 日＞ 

★川崎大師バナナ園 3 部屋 

今回のﾃｰﾏは「周辺症状」です。ｱﾙﾂﾊｲﾏｰの方で見当識障害（場所や日

時の感覚がわからなくなる）時期から発症するのが「周辺症状」という

ものです。例えば「帰宅願望」（夕暮れ症候群といってﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽなどで

夕方近くになると帰りたがるのが代表的です）や、「物取られ妄想」（な

いはずのサイフを取られたなど）、「被害妄想」･･･認知症の場合認知症

状自体（中核症状といいます）で困る、というより、この周辺症状で介

護する側を困らせる、という状況が多いのです。 

 そこで、周辺症状に対する解決の仕方ですが、これは私自身の経験や

知識からと受け止めてくださいね･･･周辺症状そのものに対しての対処

療法は「ありません！」･･･というか「あるにはあるが、それでご本人

は幸せになるの？」という例ばかりです。例えば物取られ妄想に対して

は一緒に探してあげる･･･などが代表的な対応の仕方ですが、あくまで

「対処療法」です。では、本当の解決策は何か･･･。帰りたいなぁとい

う時って、「帰りたい」のに「帰れない」から不安なのでしょうか？私

たち人間は、「言葉」という能力を授けられた唯一の動物です。そして、

そこに「意味概念」を作り出します。ここがミソです。人間の心の内部

には自分の認識していない「自己、自分」というものがあります。その

中に「漠然とした不安」が常に大きくなったり小さくなったりしている

のです。それは環境の変化、人との関わり、体調、天候、その他快や不

快などに対して敏感に反応します。特に認知症の方は全般的な脳の萎縮

により、自分の世界観というものが非常に限定された世界だったり、現

実と違う世界の中で生きている方が多いです（これを私は最近「認知症

ファンタジー」と呼んでいます）。そのような中で、我々以上に外界の

環境の変化などに敏感になり、漠然とした不安が大きくなりやすいので

す。そして人間は、その不安をどうにか意味づけようと、本能的に行動

するのです。それが「帰りたい」であったり、「盗んだでしょ！」であ

ったり･･･となるわけです。 

 もちろん周辺症状についてはいろいろな議論・研究があり、これ！と

一概には言えないものですが「私 

として」はその一因として「漠然 

とした不安」に直接対峙して、そ 

の不安を和らげることが周辺症状 

へのアプローチ＝認知症者への不 

安に対するアプローチではないか 

と考えます。「目に付く」行為に 

とらわれずに、その方の内面、本 

当の不安を排除していくことが、 

真の認知症の方々へのケアではな 

いかと考えるのです。 

 

 

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 

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/ 

短期集中連載③ 

「認知症セミナー入門編」 
認知症の周辺症状とその対応について 

認知症地域指導者研修 
～いきいき健康講座～ 

4 月 5 日 ＜ﾐｭｰｻﾞ川崎＞にて開催 

 

 


