
８つ目のバナナ園「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑバナナ園武蔵小杉」 

6 月ｵｰﾌﾟﾝ高齢者介護ﾎｰﾑの魅力を紹介!! 
★施設スタッフが語る★ 
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May 

新築!! 

認知症対応 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
今回はﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟが総力をあげｵｰﾌﾟﾝを進める高齢者介護施設「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑバナ

ナ園武蔵小杉」についてこの施設の責任者となる増田管理者と平田相談員の 2 人

に、この施設の魅力を紹介してもらいます! 

Q 平田：さて、まずこの施設、どのような高齢者のための施設なんでしょうか？ 

A 増田：介護保険適用で運営されるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑですからまずは＜要支援 2 以上＞の

介護認定をお持ちの方＜もしくは認定されるであろう方＞で認知症の症状がある

方＜医師の診断書が必要となります＞。「家族に迷惑をかけたくない」「専門的な

介護が受けたい」「一人暮らしが難しくなった」「緊急時の対応の面が心配」･･･と、

理由は様々ですがまずはご相談を頂きたいと思います。 

Q平田：これまでのﾊﾞﾅﾅ園既存の施設との違いや特長はどんなところでしょう。 

A 増田：ﾊﾞﾅﾅ園の既存施設は一部を除き一般の住宅等を改修し、ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑとして

ｿﾌﾄ/ﾊｰﾄﾞ面からｱｯﾄﾎｰﾑな雰囲気を演出してきました。ところがここ数年事故や災

害の視点からﾊｰﾄﾞの基準が上がり、既存の住宅を改装してのｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ作りは非常

に難しくなっています。今回の施設は認知症ｹｱにとって最も大切な家庭的な雰囲

気をｽﾀｯﾌによる環境づくりの部分から演出、あわせて耐震･耐火、ｾｷｭﾘﾃｨ･防火設

備等の充実、ﾊｰﾄとﾊｰﾄﾞの両立を図ります。勿論 18室すべてが個室となり 24時間

の介護体制を整えています。1F、2F が各々9 人のﾕﾆｯﾄとなっており 1 ﾕﾆｯﾄで基本

的な生活は完結します。 

 

 

  

 

A 増田：建物は自然の風合いを 

大切にした木造 2階建て、勿論ﾊﾞ 

ﾘｱﾌﾘｰですから、たとえ車椅子生活になっても大丈夫、入居

される方も、またご家族にとっても安心して高齢者の方を

お任せいただけます。 

Q 平田:ご家族にとってはﾊｰﾄﾞ部分とともに注目したいのは

介護体制ですが？ 

A 増田：ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟは平成 12 年の介護保険ｽﾀｰﾄ時からｸﾞ

ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑを中心に認知症ｹｱを手がける川崎市内有数のﾌﾟﾛ集

団。関連会社では各所でﾌﾟﾛ向けの認知症研修や講習も手が

ける程ですから安心です。ｽﾀｯﾌも管理者中心にﾍﾞﾃﾗﾝ、若手

を集めました。更に提携医療機関＜医師･看護師･薬剤師＞

も既に当ｸﾞﾙｰﾌﾟで充分な実績のあるｽﾀｯﾌを起用致します。

施設介護の基本「設備の充実」，「ｽﾀｯﾌのｷﾒ細かい介護体制」，

「明るい雰囲気」をしっかり抑えた施設になります。 

Q 平田:さて、実際にこの施設、中原区のどちらに建築中な

のでしょうか？ 

A増田：住所は「川崎市中原区苅宿 8」最近地下鉄副都心線

との相互乗り入れで発展を続ける東急線の武蔵小杉駅近

辺、この武蔵小杉発展の中心新南口からぶらりと歩いて 15

分程の場所、駅から程近いながらも静寂の漂う住宅街に立

地。東急線、横須賀線を利用すれば、都内、横浜市からも

至極便利、川崎市内は南武線利用で平間駅からも OKです。

ご家族にとっても面会の際、本当に便利な場所です。 

Q 平田:さて、気になる入居にかかわる料金の方はいかがな

ものでしょう？ 

A増田：介護度に応じた介護保険の自己負担分（28000円～

32000 円）を除き、月々が 149,000 円、敷金は 298,000円に

なる予定です。 

Q 平田：ありがとうございました。6 月の完成、ｵｰﾌﾟﾝが本

当に楽しみです。 

A増田：お問い合わせや、ご案内も随時実施いたします。ご

連絡は株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽにお願いいたします。 

ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉正面玄関、外装はほぼ完成、あとはそれ以外のｴｸｽﾃ

ﾘｱの完成を待つのみ!! 

←↑広々とした共用

部分のﾘﾋﾞﾝｸﾞﾀﾞｲﾆﾝ

ｸﾞ/個室も既にｸﾛｽも

張られあとは内装ｲﾝ

ﾃﾘｱ工事が急ﾋﾟｯﾁで

進みます。 

 

2 階ﾘﾋﾞﾝｸﾞから武蔵

小杉駅方面の摩天楼

を望む!↓ ↑武蔵小杉ﾊﾞﾅﾅ園を熱く語る増田管理者とｲﾝ

ﾀﾋﾞｭｱｰの平田相談員。 

施設裏手から望む景観もﾁｬｰﾐﾝｸﾞ!↓ 

入居お問合せ： 044-433-4889 



★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～翌 9：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：新規ｵｰﾌﾟﾝ（6月予定）武蔵小杉 

その他、バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの各施設 

★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 

 

■今回は第 10回を記念して当会の特別顧問 日野原重明先生に会の主題である「よく生

きるとは？」をﾃｰﾏに講演を頂くことになりました。 

■ありがとう介護研究会 会長：みらいなな＜絵本翻訳家＞副会長:坪内ﾐｷ子<

女優>特別顧問:日野原重明<聖路加国際病院理事長＞     

■日時：平成 25年 6月 24 日＜月＞12時 30 分～14時 30 分 

■ﾃｰﾏ：「よく生きるとは？」～上手に生きるための心構え～ 

■講演者：高瀬義昌：医療法人至高会･理事長/日野原重明：聖路加国際病院･理事長 

■場所：ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ 4 階「ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾑ」＜地下鉄九段下駅下車＞ ■参加費：無料 

■主催：日清オイリオグループ株式会社 

協賛：あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険株式会社、株式会社ﾌｧｰｺｽ、白十字株式会社 株式会

社ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 

■お問合せ：日清オイリオグループ㈱ヘルシーフーズ事業部担当：高橋 

■電話：03-3206-5159 
 

■高瀬義昌先：医療法人社団至髙会理事長 1956年兵庫県生まれ。信州大学医学部卒業。

東京歯科大学大学院修了。麻酔科、小児科を経て以来、包括医療・日本風の家庭医学・

家族療法を模索する中、民間病院院長などを経験。2004 年東京大田区に在宅を中心とし

た「たかせｸﾘﾆｯｸ」を開業。 

■日野原重明先生：聖路加国際病院 理事長 1911 年 10月 4日山口県生まれ（101 歳）山

口県生まれ。聖路加国際病院理事長。同名誉院長、上智大学日本グリーフケア研究所名

誉所長、財団法人ライフ・プランニング・センター理事長、公益財団法人聖ルカ・ライ

フサイエンス研究所理事長。他 
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新築ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 
044-433-4889 

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 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟはあなたの「やる気」を応援します 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ初夏のｽﾀｯﾌ大募集!! 
新規 OPEN ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで一緒に働きませんか？ 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＜㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ/社会福祉法人ﾊﾞﾅﾅ会＞では、今年 2

つのｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ-ﾑ＜「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉（2013 年 6月 OPEN 予定：㈱ｱｲ･

ﾃﾞｨ･ｴｽ）」「のんびり～すⅡ（仮）2013 年 10 月 OPEN予定：社会福

祉法人ﾊﾞﾅﾅ会）」＞のｵｰﾌﾟﾝに向け、従業員、ｽﾀｯﾌの大募集を行っ

ています。 

地元に密着しｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ運営を中心に認知症介護に特化して 15

年、ﾊﾞﾅﾅ園のｽﾀｯﾌになれば数々の研修ｼｽﾃﾑによって働きながら介

護ｽｷﾙの向上もﾊﾞｯﾁﾘ!! 介護ｽｷﾙは実際にご利用者様、ご入居者様

と接して初めて向上します。頼れる先輩職員のもとで働きながら

しっかり学べるﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで介護のﾌﾟﾛを目指しましょう! 

入社時の＜ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ＞から配属後の＜新人研修＞は勿論、現任に

なっても定期的な＜現任研修＞でｽｷﾙをﾌﾞﾗｯｼｭ･ｱｯﾌﾟ。更に個人の

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ･ｱｯﾌﾟのために＜ｺｰﾁﾝｸﾞ＞のｼｽﾃﾑも導入しています。更に

＜研修手当＞もあるので、非常勤の方でも安心して学べます。ま

た資格取得＜介護福祉士、介護支援専門員（ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ）＞時には

お祝い金も。福利厚生ｼｽﾃﾑも超充実!!「健康保険」「厚生年金」へ

の加入は安心の証。「有給休暇制度」も完備！更に「永年勤続制度」

「資格取得お祝い金制度」も充実。「社内研修旅行」や全社員の集

う「ｸﾘｽﾏｽ･ﾊﾟｰﾃｨｰ」などの社内行事も盛んです！更にうれしいの

は国内大手の福利厚生代行会社「ﾘｿﾞｰﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ」と契約している

から「ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ倶楽部」運営のﾎﾃﾙ・別荘・ｺﾞﾙﾌ場から生活ｻﾎﾟｰﾄ

まで、多彩な施設を使い放題（有料）!！家族や恋人と過ごす余暇

の充実もﾊﾞﾅﾅ園ならﾊﾞｯﾁﾘです。 

■募集要項 

★職種：介護職員＜常勤職員/非常勤職員＞★資格：不問＜資格なくても可能です＞ 

★給与：①時給：900 円～＜無資格者は入社 3 ヶ月は 850 円＞ 

②�  夜勤 1 回 13,000 円  ①②の他に別途処遇改善加算交付金あり 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌9：00＜夜勤実労12時間＞＜夜勤のみも可能＞

★待遇：交通費規定内支給＜月額 50,000 円迄＞ 

★勤務場所：ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉＜中原区苅宿＞のんびり～すⅡ＜中原区上小田中＞ 

※一旦他の施設に配属後、希望施設に再配属。 

募集お問合せ： 044-433-4889 

第 10 回ありがとう介護研究会 
「よく生きるとは?」～上手に生きるための心構え～ 

6 月 24 日（月） ﾎﾃﾙ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽにて開催 
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