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胡：私もこの春から「実務者研修」を受講します、勿論会社の資格取得補助制度を利用させて頂きます。須﨑さんも利用するとい

いです。さて、男性陣は？ 

熊谷：社会人になって一番強く感じたのは「価値判断基準の曖昧さ」です。例えば学生時代の場合、試験には必ず「正解」があ

る、｢〇｣や「×」で判断できることが多いですよね。一方、「仕事」には正解がないｹｰｽがままある。業務中に自分なりの正解を仮定

し、それが正解か確かめられないまま行動を迫られ、失敗することもある。でもそれが良い経験となると思います。正解を先生や教科

書が教えてくれるのが学生、何が正解かは自分で探すのが社会人、ここが大きな違いと感じます。 

須﨑：私の場合はまず先輩の意見をうかがいます。「聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥」を肝に銘じています! 

胡：中国では「听是可耻的」っていうのよ！ 

角田：ぼくは「対人関係の選択権がほとんどない」という事が一番。学生時代は気の合う人や好きな人だけで集まったり、そうでない人

とは距離を置いてｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを取らないようにできます。社会人の場合、様々な年齢・性別・立場・価値観の人と関わり合って仕事をし

なければなりません。時には価値観が違う人とも深く関わらなければいけないｹｰｽも出てきます。特にご入居者は全く世代が違う、価

値観も違うが関わらないという事はできません、もっとも学ぶことも多いですが。 

胡：社会人というのは本来そういうもので、今思うと「学生」というのはかなり特殊な環境かもしれない。それではこの 1 年で最も印象に

残ったことは？ 

仲田：社長とともにﾘｸﾙｰﾄ活動のお手伝いで故郷の沖縄での＜合同企業説明会＞に参加し、この 4 月、2 人の新卒の方を後輩として

迎えられたことがとても嬉しかった。実は今からｳｷｳｷ（笑）、一方、先輩として良きｱﾄﾞｳﾞｧｲｻﾞｰになりたいし、身が引き締まる思い。 

角田：僕も、昨年の夏、母校から 4 人の後輩がｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌに来てくれたことがとても嬉しかった。この業界で仕事をする、しないは別と

して、日本の高齢者社会の一端を知ることは、就活にとっても、社会人になっても必ずﾌﾟﾗｽになると思う。後輩たち！今年も是非当社

へ!! 

須﨑：介護の現場だけではなく、研修の中では営業同行で様々な施設や事業所を伺ったり、ｲｳﾞｪﾝﾄ開催の準備でﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞやﾁ

ﾗｼ配布を経験、これは結構ｷﾂかった(笑)、介護の現場では全く想像も出来ない仕事が会社にはある、社会人の 1 年で視野を

広げ、成長できたと自分でも感じます。 

熊谷：実は大学の 4 年間で自分なりにしっかりと「社会福祉」について勉強をしてきたつもりでしたが、入社しﾋﾞｼﾞﾈｽとして高齢者

社会を支える仕組みが見えてきた、これは学校では学べなかった。とにかく「何故？」と考えながら仕事をすることが大切であると考え

る一年間でした。 

胡：４人のみなさん、今日はどうも有難うございした。皆、1 年で随分成長しましたね、4 月からは良い先輩になれと思います。来

年の司会はこの中の誰かにﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁさせてもらうわ。 
   

2019 年 4 月、当社「株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ＜ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞」では 4 名の新卒学生を「総合

職」として迎えました。今回はその 4 人に新社会人としての感想と 1 年間の長い研修の振りを

してもらいました。司会は 2 期先輩 2017 年の新卒入社の胡（こ）さんです。 

胡：3 月を迎え長かった研修もいよいよ終わりが近づきました、皆さんにとっては新鮮？な 1 年

だったと思います。学生から社会人へ。今日は 1 年の振り返りと印象をうかがいます。 

仲田：私は沖縄県出身という事もあり学生から社会人という変化の他に一人暮らし＜社員寮

＞、そして沖縄→川崎という環境もかわり、まさに激動(笑)の一年でした。でも本音は自分で働

き自活する、学生時代の「自由」とは違う「自由」を満喫しています(笑)。東京圏での暮らしは沖

縄に比べ物価の面等の不安もありましたが、家賃と交通費(沖縄の移動は殆ど車)を除く生活費

はむしろ沖縄より安いかも？ 

胡：私も中国の大連から来ましたが、言葉や習慣の違いに当初は戸惑いましたが、それも最初

のうちだけ、新しい環境に短時間に馴染めるのは若さの特権ですね。自宅からの通勤組はどう

かしら？ 

三人：自由になるお金は増えたが使う時間がない(笑) 

胡：学生時代とは違うから･･･、でも普段から時間管理を心掛けると自分の時間は結構作れるよ

うになる。平日も 17 時で上がるからこの時間を有効活用。私は映画はいつもﾚｲﾄｼｮｰ(笑) 

須﨑：学生時代(市立川崎高校)介護系の事業所でｱﾙﾊﾞｲﾄをしており、その経験は随分役に立

っていますが、責任の重さが違う。まず 9 時から 5 時、この時間内にしっかり自分の仕事をこな

さないと他の方に迷惑もかかる、ｽﾀｯﾌにはﾊﾟｰﾄさんも多く、研修中とはいえ、正社員は責任の

重さも範囲も広い。その分達成感も違う。それと学生時代は目に見えるところにはっきりとした

ｺﾞｰﾙがある、例えば「期末試験」や「卒業」。でも社会人になるとそういうｺﾞｰﾙや目標は自分で

設定しなければならない。私は介護の現場で自分を伸ばしていきたいので、その目標は「資格

取得」に置いています。易しい(？)ものから高度なものまで。ひとつひとつｸﾘｱしていきたい。 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの総合職研修は 1 年、定期的な集合研修の他、様々な職場での実習から

事務や営業同行、ｲｳﾞｪﾝﾄ･ｽﾀｯﾌ経験等多岐にわたる。新卒 4 人にとっては多分長い 1 年

だったはず。正式配属後の活躍が楽しみです。 

 

 

 

 

 

 

  

 

社会人になると、自由になる時間は制限されてくる。

やはり 4 人にとっての共通の課題は時間。時間管

理と終業後(17時)以降の時間の使い方が鍵という

のが先輩からのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。 

仲田ひな子さん 

沖縄国際大学総合文化学

部卒業。今年は故郷沖縄

から 2 人の後輩を迎える。

3 月には母校の会社説明

会にも参加予定！ 

熊谷淳志さん 

法政大学法学部卒業。学

生時代に培ったﾉｰﾄﾃｲｶｰ

の活動が、高齢者との楽

しい会話に役に立ってい

る。と語ってくれた。 

角田拓也さん 

鶴見大学文学部卒業。休

日に街を歩くと高齢者や

施設が気になってしょうが

ないとか、休日も仕事ﾓｰﾄﾞ

(笑) 

須﨑真琴さん  

川崎市立川崎高等学校

卒業。介護がしたくてこ

の会社を選んだ、ひとつ

ひとつ資格にﾁｬﾚﾝｼﾞして

いきたい。 

 

胡 灝 (こ こう)さん  

明治学院大学社会学部卒

業。司会を担当。中国大

連出身。日本の生活も 9

年。得意の語学も生かし

様々な業務にﾁｬﾚﾝｼﾞ！ 

 

㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

株式会社アイ･ディ･エス/ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

2021 年 3 月新卒社員募集 

会社説明会随時開催中 

 

 

 
 

お電話で直接予約 

☎044-455-6107 

 

 



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：213,334 円～<18歳資格なし夜勤 6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→ 

        

 

 

 

 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より 

食のｲｳﾞｪﾝﾄ「口福の会」開催 
 

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 

令和最初の節分イヴェント 
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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 

  

    
              

 

 

川崎市宮前区にあるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜・泉」では 1 月 23 日に「口

福の会」を開催致しました。「口福の会」とは、ﾌﾟﾛの料理人をｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑに

呼び、施設のｷｯﾁﾝで調理をした出来たての料理を入居者様に楽しんで頂こ

うというﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの「食のｲｳﾞｪﾝﾄ」です。普段の食事とは違ったﾒﾆｭｰを

その季節に合った食材で料理し、前菜、ｽｰﾌﾟ、ﾒｲﾝﾃﾞｨｯｼｭ、主菜、ﾃﾞｻﾞｰﾄと

ﾌﾙｺｰｽで振る舞い、更にご家族様や他の事業所からもご入居者様を招待し

「おもてなしの心」でお食事を楽しんでいただくのです。今回は洋風のﾌﾙｺ

ｰｽで、前菜に「鯛のｶﾙﾊﾟｯﾁｮとｷｬﾍﾞﾂの洋風ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え」ｽｰﾌﾟは「人参のﾎﾟ

ﾀｰｼﾞｭ」主菜に「ｵﾑﾗｲｽ」「ﾒｲﾝﾃﾞｨｯｼｭ」は洋食の盛り合わせとして「ﾛｰｽﾄﾎﾟｰ

ｸ」「ｶﾆｸﾘｰﾑｺﾛｯｹ」「ﾛｰｽﾞﾏﾘｰﾎﾟﾃﾄ」付け合わせに「ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ」ﾃﾞｻﾞｰﾄに「ﾁｮｺﾚ

ｰﾄﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾍﾞﾘｰｿｰｽ添え」がならびます。ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽをｾｯﾃｨﾝｸﾞしﾒﾆｭｰ表を見

せると「今日は口福の会なのねぇ」「何が食べられるか楽しみ」という声が

聞こえてきたり、「ｼｪﾌに挨拶にいかないと」「今日はちょっといいお洋服に

着替えてくる」と、張り切られる方もいたりと始まる前から盛り上がりを見

せていました。ご家族様や他の事業所の入居者様とｽﾀｯﾌが続々と到着し、完

成したﾒﾆｭｰが前菜から順番に並べられていくと夢中になって召し上がる

方、じっくり味わって召し上がる方と様々。普段介助が必要な方も時折ご自

分の力で召し上がる様子や普段食が細い方でもこの日は特別と言わんばか

りに次々と召し上がり完食される様子にｽﾀｯﾌも思わず「おおーっ」と驚かさ

れます。「もっと食べたいわ」とおっしゃるご入居様や「明日も、今日と同

じﾒﾆｭｰを全部作ってよ」とｽﾀｯﾌに無茶ぶりをするご入居者様もいて大いに

盛り上がりました。他の事業所から来られたご入居者様も「このﾚｽﾄﾗﾝ、大

変美味しゅうございました！」そして「楽しかったわ～ごちそうさまでし

た」と笑顔でお帰りになりました。「口福の会」はある意味施設で「ﾚｽﾄﾗﾝ」

の食事を楽しむ発想です。月に 1 回ではありますが「食」のｼﾞｬﾝﾙで「非日

常」を演出することで入居者様の日々の生活に変化と刺激を与えてくれる

のでは、と考えています 

 

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』では、年末に入居者様が体

調を崩すこともなく、無事に令和最初のお正月を迎えました。十年紀と

しては『2020年代』の始まりでもあり、新時代の空気を感じる年明けと

なりました。あっという間に 1 月が過ぎ去り、2 月 3 日には恒例の節分

ｲｳﾞｪﾝﾄを実施。この日のお昼ご飯はもちろん、特製の恵方巻きです。今

年の恵方は西南西ということで盛り上がりますが、当事業所は入居者様

の平均年齢が高く、誤嚥の危険性もあるため、若い方のように丸かじり

というわけにはいきません。箸でも食べやすいよう輪切りにし、更に海

苔が口内で貼り付かないよう数センチごと切り込みを入れます。楽しい

ｲｳﾞｪﾝﾄだからこそ、安全第一の見守りと、一人ひとりに合わせたﾘｽｸ管理

を徹底します。そして、午後のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ～おやつの時間に合わせ、定番

の豆まきです。福を呼び込むには元気な掛け声が重要だということで、

喉を慣らすためにまずは歌のﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。ぐるりと椅子を並べ、歌集を配

って数曲を歌唱。準備が整い、全員に豆が行き渡った所で、ｽﾀｯﾌ扮する

赤鬼の登場です。「鬼は外、福は内!」と、入居者様は鬼に向かって豆を

投げつけます。四方から飛んでくる豆を浴び、すっかり打ち負かされた

鬼はﾌﾛｱから退散。今年も節分ｲｳﾞｪﾝﾄは大成功となりました。やはり年明

けは時間が経つのが早く、次第に日も長くなり、春の気配が近付いてき

ています。そして今年の楽しみは何といっても、全ての入居者様にとっ

て 2 回目の東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸでしょう。特に、99 歳で白寿を迎える F 様は、

「いっぱいﾒﾀﾞﾙを取れるように、日本を応援するよ!」と今から張り切っ

ています。関心事を持つことで心身の健康を維持して頂くのが、ｽﾀｯﾌ全

員の願いです。まずは寒い冬を乗り切れるよう、日々の体調管理を心掛

けていきましょう。 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

そもそも「恵方巻」の起源は定かではないが、「巻き寿司」を 1989 年広島のｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄが「恵

方巻」という名称で販促展開を始め、関西を経由し 1998 年頃からｺﾝﾋﾞﾆを中心に全国展開をし

たことで急速に普及したと言われている。 

 

 

 

厨房は大忙し!ご家族や

他事業所の方もみえﾌﾛｱ

ｰはﾚｽﾄﾗﾝ気分。ﾊﾞﾅﾅ園生

田の杜･泉の入居者様は

若干緊張気味のご様子。 

   

 

当日のﾒﾆｭｰ＜お品書き＞も作成 


