
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ用に分かり易いﾏﾆｭｱﾙを用意 
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この日もﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加を受け付けていました。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

の要請もまだ日に数件はあるという。 
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E A S T   

10月の台風 19号で神奈川県内で初めて立ち上がった 

川崎市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰでお話を伺いました 
関川部長＜川崎市社会福祉協議会福祉部長＞、塚田所長＜ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興センター＞ 

December 
 

 

 

  

     

今年は 9 月、10 月にかけ、台風 15 号、19 号が相次いで首都圏に上陸、15 号は主に暴風による被害が、19 号で

は大雨による大規模な水害によって甚大な被害が発生しました。台風の爪痕がまだ大きく残るなか、台風 21 号周

辺の湿った空気の影響で、関東や東北などを中心に記録的な大雨となり、台風の猛威を改めて認識させられまし

た。ご存じの通りここ川崎市では特に１９号で甚大な被害が発生、市の発表によると建物被害は 2300 ヵ所を上回

り、被害は全壊（38）半壊（753）一部破損（124）床上浸水（1011）床下浸水（344）、地区的には高津区（43％）中原

区（37％）多摩区（15％）と、3 区に集中して被害が発生しました＜11/15 日現在＞。直後の記者会見で福田紀彦

市長は「市内でも被災した所としていない所で差が大きい。災害時だと思って活動していく」と復旧に取り組む姿勢

を強調しました。被災住民に支援が必要な状況であることから、川崎市は災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰに関する協定に基づ

き、川崎市、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会及び公益財団法人かわさき市民活動ｾﾝﾀｰは「川崎市災害ﾎﾞﾗ

ﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」を設置、個人家屋の片付け、泥出し、清掃などの支援の受付、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受付を開始しました。 

今回は川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ内に設置された「川崎市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」をお伺いし川崎市社会福祉協議会の

福祉部長の関川さん、同じく社会福祉協議会のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興ｾﾝﾀｰの塚田所長にお話を伺いました。 

Q：身近にこのような災害が起き、初めて災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの中心に「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」が設置されることを知った

市民も多いと思います。 

関川：わが国では 1995 年阪神･淡路大震災がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ元年と言われ、多くのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが集結し、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動が

本格化しましたが、あわせて被災者のﾆｰｽﾞに対しﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣や調整する組織が必要とされるようになりまし

た。2004 年の新潟県中越大震災の頃からこれらの調整機関として「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」が設立されるようになり、

2011 年の東日本大震災で被災地の社会福祉協議会やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に関わっている関係団体、行政が協働して

担い「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」を立ち上げるｽﾀｲﾙが確立されるようになりました。 川崎市は勿論、神奈川県内での

「災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」の立ち上げも今回が最初の事例となりました。 

Q：初めての事でご苦労も多かったと思いますが今回の「川崎市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ」の立ち上げはいつ頃決定し

たのでしょうか？ 
 

川崎市社会福祉協議会福祉部長の関川真一さん。災害ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰが立ち上がるのは川崎市では勿論県内で初

めてのことで試行錯誤の繰り返しも、と語ってくれた。 

塚田：実は災害が予測出来た段階で災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの立ち上げの想定･準備には入っており、正式の立ち

上げは 15 日の 17 時、16 日に被災住民からの受付を開始、17 日にはﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの派遣を開始しました。 

Q：なるほど～！迅速な対応でしたね、立ち上げや受付の告知はどのように行ったのでしょうか？ 

塚田：社会福祉協議会では、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでの告知の他、災害専用の SNS＜Twitter、Facebook＞を中心に告知

を行う他、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰのﾁﾗｼを作成し、行政や被災地域の自治会等を通じて配布を依頼しました。 

A：さて、今回は実際にどれくらいのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの要請、またどれくらいの方が派遣されたのでしょうか？ 

関川：今回は被害が市内のみならず、全国的なものであったため、また、被災地も市内の限定した場所だった

ためﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受付は川崎市内に在住･在勤･在学する方に限らせていただきました。今日まで＜～11/19＞に

延べ約 1300 人の方を 380（件）に派遣させていただきました。集まってくれた方は男女の分け隔てなく幅広い年

齢層から、「子供に経験を」という思惑でしょうか？親子連れで申し込まれる方もいらっしゃいました。市内の大

企業、大学のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･ｻｰｸﾙ、川崎ﾌﾛﾝﾀｰﾚ等団体からの申し込みも多数ありました。 

Q：現場での作業の内容はどのようなものだったのでしょうか？ 

塚田：作業は多岐にわたりましたが、浸水した家屋や庭、私道、側溝等からの「泥だし」「家財の移動」「清掃」等

がﾒｲﾝの作業でした、災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰから現場への移動に伴う車の運転等もお願いをしました。 

Q：さて、被災地域の復旧の進捗状況は？ 

塚田：目に見える部分、集積された廃棄物の処理や泥だし、清掃等の依頼は減ってきていますが。家屋の中の

状況は不明な部分もあります。現時点＜11/19 現在＞でも一日 1～2 件のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ派遣の要望があるので、引

き続き相談を受けているところです。 

A：ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの受付や救援物資の受付は？ 

塚田：作業の進捗次第ですがまず「川崎市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興ｾﾝﾀｰ」までご連絡下さい。 

電話＜044-739-8718＞ﾒｰﾙ＜v-center@csw-kawasaki.or.jp＞ 左下＜※＞をご覧ください 

 

 

 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動振興ｾﾝﾀｰ所長の塚田治孝さん。多くのﾎﾞﾗﾝﾃ

ｨｱ方の協力もあり、被災地は少しづつ収束状況に向かって

いる、と話してくれた。 

 

 

 

 

※11 月 24 日付で災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

は閉所致しました、閉所後のﾆｰｽﾞは

「川崎市社会福祉協議会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活

動振興ｾﾝﾀｰ」にて受付を行っていま

す。 

◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを依頼したい方（平日 ９

時～１６時） 主な支援内容：個人家屋

の片付け、泥だし、清掃など 

電 話：０８０－６８７５－８８０７（専用

電話） 

◎ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動に協力いただける方

（平日 ９時～１６時） 

電 話：０８０－５７９９－５９８４（専用

電話） 

詳細は川崎市社会福祉協議会 HPで 

http://www.csw-

kawasaki.or.jp/contents/hp0328/inde

x01770000.html 

 

個人はもとより、企業、学校、団体等市内各所から多くの

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが被災現場に集結しました。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A


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     

★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 
★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～<18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 

2020 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」より 

本格ﾚｼﾋﾟで中華肉まん作り! 
 

横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」より 

折り紙教室開催!! 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 
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川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

 

 

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 

  

    
              

 

 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」ではこの夏、中国出身ｽﾀｯﾌ

のﾚｼﾋﾟによる「本格手作り餃子」に入居者様全員で挑戦しましたが、これが大

好評で 11月 15日のおやつに「本格手作り肉まん」作りに挑戦することになり

ました。この日は、ちょうど当事業所のﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽを初回利用されるお客様も

いらっしゃり、にぎやかな一日になりそうです。ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽでいらっしゃったＥ

様、初めての利用ということもあり、ご家族がお車で事業所まで送ってくださ

いましたが、帰られてからしばらくは「ここはどこ？」「何でこんな所に来ちゃっ

たんだろう？帰らなきゃ。」「娘はどこ？」とかなり不安そうな表情、ゆっくり座

ってお茶を飲むことも出来ません。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑが提供するﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽは、ご入

居されている方と同様に認知症を患った方のみのご利用になります。まずは

Ｅ様の心の不安を取り除いてあげる事からはじめます。隣に座って手を握り

「初めて来る場所は不安ですよね…」とお気持ちを聞いて、少し緊張が取れ

たところで「気分転換にお買い物に行きましょう!!今日は皆で肉まんを作る予

定なんです。」すると「私、中華料理は大得意！」と足早に玄関まで…。それ

からはそわそわされていたＥ様も、打ち解けてこられ一緒に肉まんを作る事

ができました。「大得意！」とおっしゃるだけあって、包丁さばきも抜群です。

今回も中国出身ｽﾀｯﾌの指導で皮から手作り！そして日本人なら肉まん＝豚

肉と想像してしまいがちですが「冬瓜と鶏もも肉」を使用した肉まんです。鶏も

も肉が一枚肉だったので、しっかりと包丁で細かく刻んでﾐﾝﾁにして、ふわふ

わの皮で包んで、ﾌﾗｲﾊﾟﾝで蒸し焼きにして出来上がり!!皆さんで作り上げた

肉まんはとても美味しく、また良い想い出が出来ました。当事業所ではご入

居はもちろん、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽやｼｮｰﾄｽﾃｲも提供しています。ご自宅で生活されな

がらﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽを利用される事で、いざという時にｼｮｰﾄｽﾃｲやご入居がｽﾑｰｽﾞ

になります。ご本人もご家族も初めての所をいきなりご利用になられるよりも

不安や負担が少ないのがﾒﾘｯﾄです。また、施設側にとっても初めてでない

分、介護の方法や方向性も理解できています。月に１回でも大丈夫ですよ！

まずはお気軽にお問合せください。 

 

10 月 24 日、秋の訪れを感じる頃、横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」

では、入居者様向けに定例の「折り紙教室」を開催しました。毎回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの折り

紙の先生を招待し、1 階と 2 階の入居者様 18 名中 9 名の方が参加されました。

この日は「もみじ」が題材です、ﾃｰﾏを聞いただけで一人で器用に折る入居者

様、先生の指導に従いながら慎重に折る方、それぞれが自分のﾍﾟｰｽで折り紙を

されていました。ｽﾀｯﾌの手助け、例えば、難聴気味の方には、ｽﾀｯﾌが折り方を

見せながら一緒に折る形で・・・、この日も全員無事にｺﾞｰﾙにたどり着き、可愛い

「もみじ」が出来ました、そして出来上がった「作品」を見せ合い褒めあうのが恒例

です。私も 8 月の折り紙教室に参加しました、題材は「花」で非常に難しくて苦労

をしました、しかし、ある入居者様から「あなたは男の子だけどなかなか器用だ

ね。」と褒められ、嬉しかったことを覚えています。実は、頭と指先を使い、小さな

子供から高齢者まで年齢を問わず楽しめる折り紙は、今注目の脳ﾄﾚｱｲﾃﾑと言

われています。「考え」「折って」「楽しむ」うちに、自然と脳を活発に動かしてくれ

ます。しかも、誰もが幼い頃から慣れ親しんできた遊びですので、日本人にうって

つけの脳トレとも言えます。そして出来上がった作品を褒め合い、気持ちよくｲｳﾞｪ

ﾝﾄを終わるのです。作り終えた作品は参加した入居者様の各部屋に記念に飾ら

れます。この日も皆さん非日常を楽しまれたようです。次回はご家族も招待し、一

緒に楽しんで頂くのも良いと思います。ともするとﾏﾝﾈﾘになりがちな施設の日常

生活に「折り紙教室」等、ｲｳﾞｪﾝﾄによる非日常を取り込むことは、単なる刺激だけ

でなくﾘﾊﾋﾞﾘの効果も期待できると考えられます。ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手ではこの「折り

紙教室」以外にもﾎﾞﾗﾝﾃｨｱによる「そば打ち」や「ささやきバンド」による「昭和歌謡

ｺﾝｻｰﾄ」、手作り料理が振舞われる「口福の会」等、入居者様に非日常を楽しん

でいただける様々なｲｳﾞｪﾝﾄを定期的に開催しています。今後も、入居者様全員

が楽しめる企画を考案し、実施しようと考えています。 

 

 

 

ｽﾀｯﾌと一緒

に肉を刻む E

様、すっかり

打ち解けたご

様子。本場ﾚ

ｼﾋ ﾟによる中

華 ま ん じ ゅ

う、日本のも

のよりﾁｮｲ小

ぶり 

 

 

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 

 

 

 

 

 

折り紙は日本の伝統文化。作業療法の一環として昔から取り入られてい

る。高齢者の場合は主に認知症予防などに、また病院等では事故にあっ

た方の機能訓練ﾘﾊﾋﾞﾘとしても活用されてきた、欧米ではほとんど知られ

ていないという。      こんなに素敵な作品を作られる方も(ｳｻｷﾞ)→ 

 

 


