
川内：ところで宮下さんはどういうきっかけで「ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ」に？ 

宮下：大学卒業後研究室や旅に係わる仕事をしていました、その後郷里の

群馬に戻りﾍﾙﾊﾟｰをしていた時に出会ったお客様が「どうしても旅行に行

きたい」いう希望を持っていらっしゃいました。「何とか夢を叶えてあげ

たい」と色々調べ、行き着いたのがこの「ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ」だったのです。ﾍﾙ

ﾊﾟｰという仕事で介護に係わっていましたが、その時「旅」という目標を

作ることがお客様に本当に良い影響を与えることを発見しました。 

川内：私たちだって「旅行」の時は「ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを読んだり」「いろいろと

準備をしたり」･･･、「どんなお洋服を着てこうかしら」と考えるだけでｳｷ

ｳｷ･ﾜｸﾜｸしますよね。 

宮下：そう、高齢者の方も一緒。少しでもいい状態でその日を迎えたいと

いう気持ちから、体調の管理に気を使ったり、準備に夢中になることは大

きなﾘﾊﾋﾞﾘになるのです、それを見る家族も、実は幸せになれる。「旅」っ

て「幸福の連鎖」を作り出してくれると思います。 

川内：ところで、お客様はやはり高齢者の方が中心なのですか？ 

宮下：そうですね、90％は高齢者の方、しかもその高齢者の 90％の方は要

支援、要介護、つまり介護保険を利用されている方たちなのです。 

川内：ﾏｼﾞですか～!私のお客様紹介していいですか～!!でも寝たきりの方

はムリですよね？ 

宮下：いいえ、寝たきりの方でもしっかりﾌｫﾛｰさせていただきます。「本

人の意思・希望」「家族の賛同・同意」「ﾄﾞｸﾀｰやｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰの許可」の 3つ

が揃う事が条件になりますが、一番大切なのはご本人の「旅や外出を楽し

みたいという希望や気持ち」なんです。むしろ、障害等はなくても頭から

「ムリとあきらめている方。」こういう方は難しいです。 

川内：ところで料金についてご説明をいただけますか？ 

宮下：プランによって違いはありますが、基本料金で言うと、半日 13650

円＜4ｈ：因みに介護保険の生活（家事）援助を 4時間利用すると約 9800

円＞～、1日 21000 円～＜ﾍﾙﾊﾟｰの交通費、入場料等別＞、詳しくはお電話

やﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧下さい。このお仕事って、お客様との打ち合わせや、ﾌﾟ

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ、交通手配等が重要で時間もかかるんです、お客様のお世話をする

現場は「最後の仕上げ・最後の舞台」かもしれません。 

川内：その通ですね。訪問介護のお仕事も実は事前の準備がすごく大切、

綿密な準備がお客様の満足を引き出してくれるんですね。そういう下準備

があるからこそ「お客様の笑顔」に接したときは最高のやりがいを感ずる

ことが出来そうですね。今日は本当にどうもありがとうございました。 
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行楽の秋到来！誰もが旅を楽しみたい！ 
 

宮下典子さん＜NPO 法人日本ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ協会/あ･える倶楽部＞にお話を伺いました 
★旅のチカラで「生きがい」づくり★ 

 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
ババナナナナ園園  

↓ 
認知症専門 
044-588-0890

 

いよいよ行楽の秋到来！でも高齢者の方は、要介護状態であったり、その

ため家族や他の方に迷惑をかけるからと、旅や外出を諦めてしまっている方

も多いはず。普段介護保険で来てくれているﾍﾙﾊﾟｰさんには頼めないし･･･、

そんな時に力になってくれるのがこの「ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ」です。今回はあいｹｱｻ

ｰﾋﾞｽのｽﾀｯﾌ、川内久美が NPO 法人日本ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ協会のﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ＜外出

支援専門員＞の宮下典子さんにお話を伺いました。 

川内：まずはこの「ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ」ってどんなお仕事なんでしょうか？ 

宮下：旅の専門知識を持ち、さらに介護や看護の技術と経験を身につけたｽ

ﾀｯﾌがﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞから当日の移動、観光、ご宿泊先でのｹｱまで、様々なお手伝

いをさせていただきます。「ﾄﾗﾍﾞﾙ」って聞いただけでどうしても「お泊り」

や「旅行」ってｲﾒｰｼﾞしてしまいがちですが、むしろ「外出のお手伝い」と

考えて頂いた方がいいかもしれません。 

川内：そう、介護保険の枠で考えると、外出って難しくなってきている。お

客様に「一緒に川崎大師にお参りにいきたいねぇ」と誘われているんですけ

ど･･･。お断りの言葉も見つからないし、お客様をヘコませたくないし。 

宮下：勿論「温泉旅行」や「海外旅行」の依頼もありますが、「隣のｽｰﾊﾟｰ

に行きたい」「巣鴨のとげぬき地蔵に行ってみたい」「お墓参りに行きたい」

「孫の結婚式に出席したい」こんな依頼も多いんです。家から一歩外にでる

ことも、実はお客様にとっては「冒険」であり、それが「旅」なんです。 

宮下さん（左）とｲﾝﾀﾋﾞｭｱｰの川内久美（右）、日本ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ協会事務所にて 

宮下さんがﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰを志すきっかけをくれたＨ様と稚内で お問い合わせ：ＮＰＯ日本ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ協会 
http://www.travelhelper.jp/ ＜HP からどうぞ＞ 

東京都渋谷区道玄坂 1-19-13 号 トップヒル並木ビル10F 

☎03-6415-6483 
NPO 日本ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰ協会は、ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰの育成や教育を行い、㈱SPI あ･え

る倶楽部が、ﾄﾗﾍﾞﾙﾍﾙﾊﾟｰの派遣と介護旅行相談や手配を扱っております 

 

  

川内さんはとてもお

若いのにりりしく、

たくましく、素敵な

方で、現場にいてく

ださるのは、頼もし

いですね！（宮下） 

宮下さんやここのｽﾀ

ｯﾌの皆さんであれ

ば、お客様も喜んで

くださると思います

（川内） 

 



★ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは只今スタッフ募集中です★ 
◆資格無くても可能職種あり◆ 

●募集内容 ①非常勤登録ﾍﾙﾊﾟｰ＜ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級以上必要＞ 

      ②非常勤ｽﾀｯﾌ＜週 2日以上勤務可能な方＞ 

●給与：  ①時給 1150 円＜生活＞～1750円＜身体＞ 

      ②時給 850～1000 円＜資格・経験考慮＞ 

●勤務時間 ①都合の付く時間で OK② 9：00～17：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：中原区上丸子八幡町/幸区小倉 

●問合せ：社会福祉法人 ばなな会 採用担当：韮澤 

☎044-433-4651 

カイゴのゴカイ 23 
～介護の誤解～ 

川崎市の独自制度でさらにオトク 
 

介護保険は原則 1 割が利用者の負担ですが、この不況の中、一般家庭

は勿論、収入が年金のみの世帯などでは、この負担も家計に重くのしか

っているのが現実。しかし、よく調べてみると介護保険以外にも市区町

村が独自に行っているｻｰﾋﾞｽが結構あるのです。勿論、川崎市でも様々

な支援を行っていますが、自分で調べて申請するのが原則です。年齢や

介護度による制限もありますが、まずは各区役所の高齢支援課、地区の

健康福祉ｽﾃｰｼｮﾝに相談してみましょう。すでに介護保険のｻｰﾋﾞｽを受け

ている方はｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰに相談してみるのもいいでしょう。 

■紙おむつ給付 

月額5,000円を限度に、利用者の負担は収入に応じて0～2割（上限1,000

円）。紙おむつ類のほか、おむつｶﾊﾞｰ、防水ｼｰﾂ、使い捨て手袋、消臭剤、

清拭用品等を含む。 

対象者：65歳以上の在宅高齢者で、要介護 3以上の方 

■寝具乾燥 

在宅で生活する寝たきりの高齢者の家庭を寝具乾燥車が訪問し、寝具の

乾燥又は丸洗いをします。年間概ね 4回で、利用者負担額は収入に応じ、

1回につき乾燥は 0～263 円、丸洗いは 0～525 円 

対象者：65歳以上の在宅高齢者で、要介護 3以上の方 

■高齢者住宅改造費助成事業 

浴室、手洗所、居室、玄関、食堂、廊下、階段等（介護保険制度の住宅

改修以外の工事）、100 万円を限度に所得に応じて 0～100％助成 

対象者：要支援以上の高齢者 

■緊急通報システム事業 

緊急ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄを使用し 24時間 365 日体制で、発作等が起きたときの連絡

体制を確保します。＜火災ｾﾝｻｰ､ｶﾞｽｾﾝｻｰの付加ｻｰﾋﾞｽ選択も可能です＞、

利用料は所得に応じ 0～4500 円。 

対象者：65歳以上で心疾患等の慢性疾患等で日常生活に注意を要する 1

人暮らし又はそれに準ずる方。75歳以上の 1人暮らしの方で、希望され

る方は基本ｻｰﾋﾞｽ（緊急ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄのみ）をご利用いただけます。 

■日常生活用具給付事業 

ひとり暮らし等の高齢者に、火災警報器（20,500 円以内）、自動消火器

（36,800 円以内）、電磁調理器（33,000 円以内）の購入金額の一部を助

成します。それぞれの基準額を上限に利用者負担 0～100％ 

対象：ひとり暮らしの高齢者。寝たきりの高齢者等 

■生活支援型食事サービス 

土日を含め週 2～7 日の夕食または昼食を自宅に届け、併せて安否確認

も行う。一食 550 円 

対象：毎日の食事に支障のある寝たきり、 

虚弱、又は認知症の 65歳以上の方で要介 

護 1以上、且つ 1人暮らし又はそれに準 

ずる方。<これ以外にも様々な介護保険外 

のサービスが用意されています> 

■ 更に、介護保険制度の対象とならない 

65 歳以上の虚弱な方に学校施設や公衆浴 

場等を利用した「小学校ふれあいﾃﾞｲｻｰﾋﾞ 

ｽ事業」「ふれあいﾃﾞｲｾﾝﾄｰ事業」＜1日あ 

たり原則 500 円＞のサービスも実施中で 

す。＜問合せ：川崎市社会福祉協議会： 

044-739-8721＞ 

 
 
 
 

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 

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） 

通算第 58 号   編集:社会福祉法人 ばなな会 
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4651 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｽﾀｯﾌ募集中!! 
<登録ﾍﾙﾊﾟｰ/非常勤ｽﾀｯﾌ> 

 

★9月 26 日<生涯学習ｾﾝﾀｰ：ゆとろぎ>にて開催★ 

～認知症の早期発見と初期介護～ 
楽しく・真剣に学んだ一日 

NPO 法人福祉振興会主催、（後援・「羽村市社会福祉協議会」「(社)

ばなな会」「WAC あい.ﾈｯﾄﾜｰｸ」）による講習会<「認知症予防」～認

知症の早期発見と初期介護～>が 9月 26 日（土）生涯学習ｾﾝﾀ 「ーゆ

とろぎ」にて開催されました。当日は 30 名を越える受講者が秋川

病院副院長植田宏樹先生による講義で「認知症」や「認知症予防」

についての理解を深めました。更に<【ﾌｧｲﾌﾞ･ｺｸﾞ】（集団式認知症

機能検査）>を実施、皆さんの真剣な表情に講習会ｽﾀｯﾌも感心する

ばかり。最後の質疑応答の時間には認知症の方を介護している事

業所や家族の皆さんから切実な悩みや相談が殺到。福生市から参

加の A さん<女性ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 42 歳>は「認知症の原因や症状は十人

十色、相談者一人ひとりの悩みに対応するには家族と共に私たち

介護従業者も十分な知識を身につけないと対応ができない。これ

まで間違った理解も有りましたが、専門家のお話を聞くことによ

り正しい接し方を知りました。」また、羽村市からみえた B さん<

女性 76 歳>「亡くなっ 

た夫が認知症を患って 

いたため、認知症に対 

する恐怖というものが 

があります。認知症に 

限らず日々の生活習慣 

を改めることの重要性 

を知りました。今日か 

ら早速励行したい。」と 

話してくれました。 

当日は講師も勤めた福 

祉振興会のｽﾀｯﾌ、梅山 

は「講習会を開催する 

たびに、家族介護を続 

ける方々が増え、皆さ 

んの『生の声』を伺う 

重要性を感じている。 

こういう場を拡げて行 

く事により、認知症へ 

の本当の理解が深まる 

と思う」と感慨深げに 

語ってくれました。 

植田先生は絶妙ﾄｰｸに小物も使って会場を魅了 

 

 

 

 
 会場の羽村市生涯学習ｾﾝﾀｰ「ゆとろぎ」 


