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第 3 回地域福祉セミナー

講演会「お薬」について
～＜第 1 部＞お薬の作用からジェネリック医薬品、医薬分業まで＜第 2 部＞服薬支援グッズのご紹介～

「お薬」について
第1部 お薬の作用からジェネリック医薬品、医薬分業まで
第2部 服薬支援グッズのご紹介

第 1 部＜お薬の作用からジェネリック医薬品、医薬分
業まで＞の講師、川崎記念病院の薬剤部部長田
村秀樹氏

■お薬はなぜ効くのか?ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品とは？医薬分業まで･･･よくある疑問を解り
やすく解説いたします。また様々な服薬支援ｸﾞｯｽﾞの紹介と展示も致します。
開催日：11 月 29 日（金） 時間：14 時～15 時 30 分 開場：13 時 30 分
場所：かわさき記念病院 1 階 会議室＜〒216-0013 川崎市宮前区潮見台 20-1＞
講演：かわさき記念病院 薬剤部部長 田村秀樹氏 ＜第 1 部＞
ﾌｧｰｺｽ薬局たちばな<㈱ﾌｧｰｺｽ>薬剤師 横山佳太氏 ＜第 2 部＞
募集人員：50 人（先着/無料：満席になった場合お断りさせていただく場合もございます：ご了承ください）
主催：ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ、かわさき記念病院、鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ
後援：川崎市社会福祉協議会 宮前区社会福祉協議会
協力：株式会社ファーコス
お問い合わせ：かわさき記念病院 総合相談センター

電話：044-977-3100
＜平日 9 時～17 時 30 分 土曜 9 時～12 時 30 分：「地域福祉ｾﾐﾅｰの申込み」とお伝えください＞
FAX：044-977-3105 （以下①～⑤をご記入の上 FAX して下さい）
ﾒｰﾙ：event@bananaen.com
<QR コードをご利用ください>
＜①代表者のお名前 ②ふりがな ③参加人数 ④ご連絡先電話番号 ⑤11/14 ｾﾐﾅｰ申込＞

ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜/泉

かわさき記念病院

第 2 部＜服薬支援グッズのご紹介＞の講師、ﾌｧｰｺｽ
薬局たちばなの薬剤師横山佳太氏

かわさき記念病院総合相談センター
地域医療連携室宛
11 月 29 日地域福祉セミナー参加申込書

＜FAX 044-977-3105＞
① 申込者＜代表者＞のお名前

②ふりがな

③ 参加人数

④ご連絡先＜電話・携帯番号＞

鷲ヶ峯地域包括支援ｾﾝﾀｰ

～川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」より～

～川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より～

地域のお祭り、太鼓が鳴り響く!

川崎能楽堂「狂言教室」に参加しました!

ご家族を招待しての納涼祭で長かった夏が終わり、川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ
ｰﾑ『ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉』にも漸く静かに秋がやってきました。そんな折、入
居されている A 様から「そろそろ近所のお祭りじゃないの?」という声が。
それというのも、施設から程近い場所には菅生神社があり、毎年 10 月の第
一日曜日には賑やかな例大祭が行われているのです。境内では獅子舞の奉
納や演芸大会が催され、参道には出店も多数立ち並びます。更に町中では、
大人も子供も入り交じって神輿巡行。それを家の前や歩道で迎える人々も
元気な掛け声で盛り上げ、代わる代わる太鼓を打ち鳴らすのが恒例となっ
ています。まさに地域をあげて神様を祭る伝統行事といえるでしょう。
「今
年もやるよ!」と、両手を上げる A 様。その身振りは、太鼓の撥を振る動作
そのもので、目が輝いています。さて当日、年に一度の祭囃子を聞き逃さ
ないようにｽﾀｯﾌも耳を澄ませていると、徐々に楽しげな音が近付いてくる
ではありませんか。一団が施設前を通る瞬間に合わせ、各ﾌﾛｱから、入居者
様を玄関まで誘導します。頭に覆い被さってくるような大きな太鼓を見て、
やはり人一倍張り切っているのは A 様です。法被を着た青年会の方から撥
を手渡されると、「毎年の楽しみだからね!」と一言。慣れた様子で何度も
太鼓を打ち鳴らします。重く、迫力のある音が施設周辺に響き、巻き起こ
る拍手。そんな A 様に続いて、多くの入居者様が交代しながら次々に太鼓
を叩き、全員が満足げな笑顔を浮かべていました。この時に受け取った、
お祭りの記念品はそれぞれ居室に持ち帰られ、皆様、当日の夜勤ｽﾀｯﾌにも
自慢げにお話しされたようです。実は入居 1 年未満の A 様。当施設で迎え
る秋は初めてであり、この例大祭に関しても、昨年まではご自宅の前で神
輿を楽しみ、太鼓を叩いていたということです。生活の基盤となる場所が
変わっても地域行事を大切にするその気持ちに、ｽﾀｯﾌ一同、心を動かされ
る思いでした。これからも、入居者様と地域を繋ぐ架け橋であるために、
活気のある施設を目指していきたいですね!

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」では 9 月 27 日、この日は施
設の全ての入居者様が外出を楽しみに待っていました。朝から「今日は何
を着て行こうかしら？」
「出発は何時？」と、施設のあちこちではしゃぐ声
で賑わいをみせています。この日、皆で介護ﾀｸｼｰへ乗り込み着いた先は「川
崎能楽堂」ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ主催の「狂言教室」が開催される会場なのです。
ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは、2010 年より、ここ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」のｵｰﾌﾟﾝにあわ
せ、日本でもﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾌﾟﾛ女性狂言師、和泉流の十世三宅藤九郎さんを迎
え、
「狂言教室」を開始、あわせて市民の皆様にも参加をしていただいてい
ます。今年は第 10 期として中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」でこの
「狂言教室」開催中です。9 月 27 日は 10 年を迎えた「狂言教室」を記念
し、川崎駅前にある本格的な能舞台「川崎能楽堂」でｸﾞﾙｰﾌﾟのご入居者が
参加し開催されました。なんといっても見所は十世三宅藤九郎さんと姉の
和泉淳子さんによる狂言です。演目は『盆山(ぼんさん)』です。おふたり
の迫力のある声が舞台から会場に響き渡り、観ている入居者様も思わず息
を飲むほど！勿論、狂言ですから笑いもあり、入居者様を始めｽﾀｯﾌも狂言
の楽しさを知る事ができました。その後は「狂言教室」です。狂言の謡＜
うたい＞「鶴亀の舞」を実演しながら、来場者全員で大きな声を出し謡を
楽しみました。その時、普段から他の方と交流が苦手な入居様の B 様が手
を叩き精一杯声を出して笑っている姿を見て、狂言の持つ不思議な力と魅
力に触れた気がしました。そして最後の締めには、ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ･ｹﾞｽﾄとしてﾃﾚ
ﾋﾞでもおなじみの和泉元彌さん＜和泉流二十世宗家＞、お母様の和泉節子
さんの登場・御挨拶もあり大歓声の中で閉幕となりました。帰りの車内で
は興奮冷めやらない中、B 様、Y 様が「また狂言行きたいねっ」と楽しげに
話されており、皆さんすっかり狂言の世界へ引き込まれてしまったようで
した。普段から外出する機会が少ない入居様にこれからも楽しく笑顔で過
ごして頂けるような時間を届けたいと思える一日でした。

施設に到着した
菅生神社の大太
鼓、2011 年に新
調された。太鼓
革張面が直径３
尺２寸、重さ約
６５０㎏の総
檜。２千数百万
円をかけ調達、
完成にこぎつけ
たとのこと。

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右記
の各施設もしくは総合案内

044-455-6119

久しぶりの
外出で、この
日 は ﾁｮｯﾋﾟﾘ
お洒落をし
て参加の当
施設のお二
人↓

この日はﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟのご入居者 100 人と一般参加者
50 人を加え 150 人が集結!! 全員で大きな声を出し狂言
の謡を楽しみました。

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中
★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!
■募集要項

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
●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773
●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101
●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361
●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203
●のんびりーす ☎044-422-2295
●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692
●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693 ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634

★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問
★給与：① 月給：213,000 円～<20 歳資格なし夜勤 5 日含む>
② 時給 1020<無資格>～1170 円<介護福祉士>
※夜勤 1 回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00
★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄
★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い
場所を選べます。
●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

☎044-455-6117
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会社説明会随時開催中

川崎市中原区新丸子町 734-2
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