
先月号でもお伝えしましたとおり、川崎市幸区南加瀬の「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」が

同区小倉に移転を致します。川崎市内は勿論、全国的にも珍しい高齢者施

設の移転ですが、1月末のｵｰﾌﾟﾝを前に急ﾋﾟｯﾁで工事が進んでいます。現在

は外装工事も終わり、内装工事の最中です。段差の解消～ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化等。「新

第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」はもともと市内の某企業の社員寮だった事もあり、お部屋は

どこも広々＜11㎡～16㎡＞。2階＜140 ㎡＞には入居者様の居室 8部屋、

1階には広々としたﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀﾞｲﾆﾝｸﾞのほかに居室 1部屋、ｽﾀｯﾌ･ﾙｰﾑ、訪問介

護のｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ ﾊﾞﾅﾅ園の事務所等が配置されます。実は、認知症の高齢者

にとって環境の変化は望ましい事ではありませんが、施設ｽﾀｯﾌもこの昨秋

から、ご入居者の皆さん、ご家族の皆さんとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取りながら、

移転・引越しの準備を進めてき 

ました。入居者様を連れての新 

施設見学会等も実施、お陰でも 

うお引越し準備を進める入居者 

様もいらっしゃる程、皆様新し 

い施設がお気に召したようで、 

引越しの日を指折り数える毎日 

をお過ごしです。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ第 2 ﾊﾞﾅﾅ園＜新住所＞ 

川崎市幸区小倉 4-6-12  

044-587-1773＜TEL＞ 

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下記    

の各施設もしくは総合案内 

044-433-4889 迄     
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賀正 2013 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ躍進!!の 2013 年に向けて 
理事長：矢野達郎からのご挨拶 

新築ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでキャリア・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 
044-433-4889 

★2013 年 1 月 川崎市幸区南加瀬→幸区小倉へ★ 

認知症対応グループホーﾑ「第2ﾊﾞﾅﾅ園」が移転

 

2013 年初夏、川崎市中原区苅宿に新規グループホーム（18 室）オープン予定！! 

「バナナ園武蔵小杉」6 月ｵｰﾌﾟﾝ!! 
 川崎市の高齢者事業推進課のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲示されている

とおり、川崎市よりｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ開設の指定内定を頂き、当社

ｸﾞﾙｰﾌﾟの株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽでは、平成 25年 6月のｵｰﾌﾟﾝに

向け、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」を建設中です。当ﾊﾞﾅﾅ

園ｸﾞﾙｰﾌﾟとしては 9 ヶ所めのｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとなり、これで 100

人以上の認知症高齢者の皆様をお預かり、お世話ををさせ

て頂く事になります。 

「バナナ園武蔵小杉」は･･･ 

①武蔵小杉はここ数年で美しく魅力あふれる未来都市に成

長。活気あふれる商業ｴﾘｱと豊かな自然環境が整う街になり

ました。渋谷/目黒と横浜をつなぐ東急東横線/目黒線、川

崎市を横断する JRの要に位置する「武蔵小杉駅」、更に「武

蔵小杉新駅」は横須賀線利用で東京駅＜21 分＞、横浜駅＜

15 分＞の高速ｱｸｾｽ。大切なご家族に会いたいときに直ぐ会

える絶好のｱｸｾｽ。 

②武蔵小杉新駅近辺の繁華街から程近い、緑道と小川のせ

せらぎも聞こえる住宅街に立地、街の雰囲気と自然環境を

両立。それまでお住まいの街のｲﾒｰｼﾞを重ねることが出来る

絶好の環境です。 

③定員 18 名＜9 名×2 の 2 ﾕﾆｯﾄ＞、延べ床面積は 500 平米

を超え、更にゆとりの LDK は 45 平米以上、居室ももちろん

広々、ﾎﾜｲﾄ×ｳｫﾙﾅｯﾄを基調にした内装はﾜﾝﾗﾝｸ上の高齢者施

設に匹敵。共同生活とﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを両立、落ちついた生活が

可能です！更に最新の耐震設計と防火設備を完備、安全面

も完璧です。 

④介護保険制度ｽﾀｰﾄと同時、10 年以上にわたる認知症介護

の実績、ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの経験豊富なｽﾀｯﾌが 24 時間体制で大

切なご家族に安心ｻｰﾋﾞｽを提供。 

★建物完成後には、見学会、内覧会等も予定しています。その

際には、再度皆様にご案内致します。是非お越しください。 

新年あけましておめでとうございます。お健やかな年をお迎えのことと存じます。

おかげさまで当社も本年で 16年目を迎えますが、これも地域の皆様方、そして共に

働く職員、またお取引を頂く業者様等のおかげと感じております。弊社においては、

本年 6月に武蔵小杉駅近くにグループホームの開設、また 10月以降に武蔵新城駅近

くでグループホーム開設の予定があります。バナナ園グループ 

のモットーである「明るく、楽しく、自由に」を念頭に、基本 

に忠実に業務を遂行し、今まで以上に我々職員の結束力を深め 

、地域社会にさらに貢献できるよう努めていく所存であります 

。当社の根底に流れる「入居者本位の介護サービス」は当然の 

こととして、ＥＳ（従業員満足度）も地域ＮＯ１を目指して取 

り組む次第であります。引き続きご支援ご鞭撻のほどお願い致 

します。  

社会福祉法人ばなな会理事長 矢野達郎 

 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
ババナナナナ園園  

↓ 
認知症専門 
044-588-0890

 

 

 

憧れの都市「武蔵小杉（新駅）からわずか徒歩 13

分」駅前の賑やかさからは創造できない緑に囲ま

れた環境に瀟洒な建物「武蔵小杉ﾊﾞﾅﾅ園」。 



★常勤/非常勤、夜勤の出来る方大歓迎!! 

★充実の社内研修制度、ｺｰﾁﾝｸﾞｼｽﾃﾑ等で働きながら成長できます! 

★福利厚生制度も充実、家族で楽しい OFF も過ごせます! 
●募集内容 ①非常勤ｽﾀｯﾌ＜週 2 日以上勤務＋夜勤可能な方＞      

②夜勤専門ｽﾀｯﾌ＜週 1回から可能＞ 

●給与： ①時給 900円＜無資格者は入社 3ヶ月間 850 円＞ 

②夜勤 1回 13000 円 

●勤務時間：①9：00～17：00②夜勤 17：00～9：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：新規ｵｰﾌﾟﾝ＜25 年 6月予定＞武蔵小杉 

その他、中原区木月/小杉陣屋町、 

幸区小倉/宮前区菅生/多摩区三田 

★詳細は下記担当までお問い合わせ下さい。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当 森村･若狭  

☎044-433-4889 

長島毅＜ながしまつよし＞ 
ﾌｫﾄｸﾞﾗﾌｧｰ、1971 年生、川崎市多摩区在住。大学卒業後 1 年間の放浪の後。島村龍太郎氏に師

事。 4 年半の修行を経て独立。主に ﾌ ｧ ｯ ｼ ｮ ﾝ 誌を中心にｶ ﾒ ﾗ ﾏ ﾝ として活躍中。

http://tsuyophoto.jimdo.com/        PHOTO BY Tsuyoshi Nagashima 

 
 
 
 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 95 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4889 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

記念すべき第20回となる

「午後のｼｴｽﾀ」は「ﾊﾞﾅﾅ

園生田の社/泉」にお邪

魔、先月号でも紹介され

た「資生堂ﾗｲﾌ･ｸｵﾘﾃｨ･ｾﾐﾅ

ｰ」がこの施設で行われま

した。これは資生堂さん

が社会貢献のひとつとし

て、高齢者や障がい者の

介護施設を訪問し、美容

ｾﾐﾅｰを行うものです。 

資生堂のｽﾀｯﾌの指導で最

初は久々のお化粧に緊張

していたおばあちゃんた

ちも時間が経つにつれ、

思い出したように指先も

滑らかに、いつもはｶﾒﾗを

向けると緊張される皆さ

んもお化粧に夢中!でｶﾒﾗ

を向けても気づかない様

子。約 1 時間の講義です

っかり皆さん綺麗になり

ました。 

読者の皆さん2012年は突

然の出没をさせていただ

きました（笑）。今年も

時々このｺｰﾅｰに出没しま

すのでよろしくお願いい

たします。 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾑ新規ｵｰﾌﾟﾝにともない 

スタッフ大募集!! 

 

川崎大師バナナ園 第 4 回運営推進会議 

♪ 「海の会」大正琴演奏会♪ 

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 2 ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773 

●訪問介護「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」☎044-422-2295 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599 

●グループホーム「バナナ園生田の杜」☎044-789-5691～2   

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」  ☎044-789-5693 

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾅﾅ園  ☎044-588-0890 

●すこやかｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ  ☎044-411-3120 

★★フフォォトトググララフファァーー  長長島島毅毅ののフフォォトト＆＆エエッッセセイイでで綴綴るる★★    

～～午午後後ののシシエエススタタ～～  
★★連連載載第第 2200 回回  ﾊﾊﾞ゙ﾅﾅﾅﾅ園園生生田田のの杜杜//泉泉「「資資生生堂堂ﾗﾗｲｲﾌﾌ･･ｸｸｵｵﾘﾘﾃﾃｨｨ･･ｾｾﾐﾐﾅﾅｰー」」★★  

 

11 月 28 日、川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」にて琴生流「海の会」

の皆さんによる大正琴ﾗｲｳﾞ演奏会が催されました。大正琴はご存知の通り

ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰをﾋﾝﾄにｷｰを押さえながら右手のﾋﾟｯｸで弦を爪弾く和製楽器。金

属弦と木独特の温かみのある少しﾚﾄﾛで懐かしいｻｳﾝﾄﾞが魅力。今回は川崎

市内で活動を続ける「海の会」の皆様にお願いし、「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園にて」

ｺﾝｻｰﾄを行いました。珍しい大正琴のｱﾝｻﾝﾌﾞﾙに入居者の皆さん、来賓の皆

さんからは大きな拍手!!更に懐かしい楽曲の演奏に思わず涙する入居者

の方も。川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園の管理者、原は「半年以上前から、海の会、地域

住民役員及び四谷鳳凰会の皆様のご尽力でこのﾗｲｳﾞを成功する事ができ

本当に感激しています。そして今日はあらためて音楽の持つ力を感じるこ

とができました。」と、語ってくれました。♪ 

 

海の会の徳植先生

は「私たちの演奏

を聴いて頂き一人

でも多くの方が大

正琴の魅力に触

れ、更に演奏して

みよう！と思って

くれると嬉しい」

と、話してくれた。 

 

 

 

 

  

↑ﾌﾞﾗｼも筆もしば

らくすると軽やか

に動きます。 

←普段の優しいお

ばあちゃん、鏡を

見つめる表情はﾏ

ｼﾞに真剣。 

お二人ともすっか

り、いえいえます

ます綺麗になりま

した。→ 


