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バナナ園  

 

 

～株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ/社会福祉法人ばなな会では～ 

2020 年度、2 人のﾆｭｰ･ﾌｪｲｽを迎えました!! 

 

バナナ園でも取り入れています。高齢者向けエクササイス 

STAY AT HOME 自宅でできるエクササイズ 
川崎市中原区の SP-Body のトレーナー 小林祐二さんに伺いました 

May 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

4 月と言えば初々しいｽｰﾂ姿の若者が目にとまる時期ですがﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ

も 2 名のﾆｭｰﾌｪｲｽ＜4 年生大学卒業 1 人、短大卒業 1 人＞を迎えることに 

なりました。2 人は 4月 15 日からは本社でのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝと研修を終え、

“待ちに待った！”現場研修を開始しました。内定から数ヶ月…それぞれ思

い思いの学生生活を過ごされたことでしょう。当ｸﾞﾙｰﾌﾟでは 2016 年度から

新卒に関しては介護職だけではなく、「介護総合職」としての募集を行って

います。現場の介護業務を熟知しながら 

会社全体のｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝにも関わっていけ 

る人材を広く募集、「人事」「総務」「経理 

」「営業･広報」等々多岐にわたる業務･部 

署へ適正を考慮しながら配属し、後に様 

々な視点から物事を考え行動し成果を生 

み出すことができる介護業界のｴｷｽﾊﾟｰﾄ 

を育成する。これが当社の考える「介護総 

合職」です!! 3 ヵ月後には 2人がしっかりと 

自信をつけてくれるものと信じています。 

そしてご居者やｽﾀｯﾌに「あなたに出会えて 

よかった」と思っていただけるような人材へ 

と成長していってくれることを期待し、見守 

っていきたいと思います。 

 

 

W E S T  

㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの感染拡大の影響で外出する機会がすっかり減り、体を動かすことが少なくなっていませ 

んか？緊急事態宣言の発令もあり、重症化しやすいとされる高齢者、特に施設で生活をする高齢者は原 

則的に外出の出来ない状態です。誰でも外出や体を動かす機会が少なくなるとｽﾄﾚｽをためるだけでなく 

、身体機能の低下をも招いてしまします。今回はこのような時期にﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの高齢者向けに施設で 

出来るﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ﾒﾆｭｰを提供頂いた、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ『SP-Body』＜川崎市中原区＞を運営するﾄﾚｰﾅｰの小林さ 

んにお話を伺いました。 

Q：今回は高齢者向けのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑをご提供いただきありがとうございます。施設の高齢者やｽﾀｯﾌにも好評 

のようです。 

小林：感染症対策として自粛が広まり、健常な方でも運動不足になるなか、普段から外出や運動をする 

機会の少ない高齢者にとってはかなりの危機的な情況であると考えました。介護の世界でも言われてい 

るように、人間は加齢とともに活動が減り、筋肉が減り、動作が遅くなり次第に身体の活動水準も低下 

するものです。特に高齢者の方の引きこもりは廃用症候群さえ招きかねない。今回は敢えてこんな時期 

だからこそ高齢者の皆様でも無理なくできるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを用意致しました。 

Q：さて、今回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの狙いと効果は？ 

小林：ｺﾛﾅ禍の影響により行動の範囲が狭くなり身体活動量については誰もが低下しています。今の社 

会状況では、自粛が進むことは良い事なのですが、どうしても身体に対する刺激が低くなりやすい。そ 

れは、高齢者も例外ではありません。また、高齢者施設ではご入居者に対しては、各々工夫をされ何ら 

かのｱﾌﾟﾛｰﾁはしていると思います。そこを敢えていつもと違うｽﾀﾝｽから体操を行うことにより、運動の 

効果はもちろんですが、ご入居者が感じる刺激も変わってくるはずです。その刺激こそが身体にとって 

良いものなのです。今回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは椅子に座った状態で出来る運動で①手の運動②手首の運動③指先･ 

手首の運動④腕の運動⑤腕の上げ下ろし運動⑥腕の上げ下ろし運動⑦足首の運動⑧足首の運動⑨ふくら 

はぎの運動⑩膝の運動⑪腿の運動⑫股関節の運動のﾊﾟｰﾄに分け、無理なく体全体に刺激を与えられるも 

の、そして映像さえ見ることができれば自分ひとりで出来るものにしました。このｴｸｻｻｲｽﾞは「ﾘﾊﾋﾞﾘ」 

ﾚﾍﾞﾙの効果はありませんが、ﾄﾚｰﾅｰとしての専門家なりの考えが入っているので、多少「ｷﾂい・難しい」 

という部分もあるかと思います、そこをｸﾘｱしてもらえると、体力ﾚﾍﾞﾙが上がったと言えると思います。 

これは高齢者にとってはｴｸｻｻｲｽﾞ全般に言えることですが、若干の注意も必要です、特に力を「ｸﾞｯ」と 

入れることは避けるべきで、いわゆる「負荷」が掛かり過ぎです。目安は顔の表情で、赤くなっていると、「負荷」がかかり過ぎです。今回の内容のｴｸｻ

ｻｲｽﾞの強度では、顔が赤くなるほどの運動ﾚﾍﾞﾙではないですが、運動している方の表情を見ながら行うことはｴｸｻｻｲｽﾞのﾎﾟｲﾝﾄです。 

Q：映像を拝見し、5分ほどのｴｸｻｻｲｽﾞ。私もやってみましたが無理なく出来ました。例えばこのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは 1日に何ｾｯﾄくらいやれば良いのでしょうか？ 

小林：基本的には「一日に何回、何ｾｯﾄ」と言うように「ﾏｽﾄ」にしないことをお勧めします。一日でも出来なかったり予定通りに進まないと、投げ出し

たくなり方が多いです。出来る時、やりたい時に無理せず、気ままに、いい意味でｻﾎﾞることを覚えておきましょう、施設の中でも嫌がることを無理に

誘い出すこともやめましょう。そして、出来なくても自分を責めることは厳禁です。 

Q：さて、こんな時期です、自宅で体を動かす秘訣は？ 

例えば、ﾏﾝｼｮﾝの 2階に住んでいらっしゃる人が、階段を 2階まで昇るなら心拍数はそんなに上がらないが、3階まで上がると急に心拍数が上がりにま

す。そうするとその方にとって 3階まで上がる行為は「運動」になります。通勤等で家から歩いて駅に向かい、会社に行く。今回の自粛でﾃﾚﾜｰｸが話題

になっていますが、ﾃﾚﾜｰｸ慣れした方が、以前のように「通勤」を開始すれば、しばらくは「運動」になります。様々な道具やﾏｼﾝを使えば効率的に運動

をすることが出来ますが、実は身体一つでも工夫すれば無限に運動が広がるのが、「運動」の特徴です。今回のｴｸｻｻｲｽﾞも身体と椅子があれば可能です。

まずはｴｸｻｻｲｽﾞから始めてみてください。 

 

小林祐二さん：Pifilates ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ。2005 年より「ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰ

ﾂ（株）」「東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ」等のﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞでﾄﾚｰﾅｰ養成の講座

講師を務める一方「劇団四季ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾅｰ」「PFU女子ﾊﾞﾚｰ

ﾎﾞｰﾙ部ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ」「DENSO女子ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部ﾌｨｼﾞｶﾙﾄﾚｰﾅｰ」等

を歴任後 2016年川崎市中原区にてﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ『SP-

Body』を開業。 

身体一つでも工夫すれば無限に、運動が広がるが、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙや

ちょっとしたｳｪｲﾄがあれば効率的に運動が出来る。SP-Body で

は年齢･性別、個人の体調や健康状態に合わせﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供し

てくれる。 

Let’t try ! 
今回のｴｸｻｻｲｽﾞこちらから視聴

ができます‼ 

SP-Body へのお問合せ 

044-455-4764 

 

 

 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの各施設

でもさっそくこのｴｸｻｻｲ

ｽﾞを取り入れました。高

齢者でもﾃﾚﾋﾞﾓﾆﾀｰを見

れば充分に運動ができ

ます。 



★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 

2021 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 

折り紙ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝで認知症予防 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 185 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

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       

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 

  
    

              
 

 

 

 

 

3 月に入り気候もすっかり穏やかになりましたね、例年であれば入居者様

をお連れし少しづつ外出を増やしたり、お花見の計画を立てたりしていく

時期です。しかし今年は新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ流行の為、大切な入居者様をお預かり

するｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでは外出は制限をせざるを得ません。そんなこともあり、外

出もままならないこの月はご入居の K様と B様がお誕生日を迎えました

が、少し豪華なお誕生日会を開催しました。お二人ということもあり贅沢

にﾎｰﾙｹｰｷを二つ用意、それだけでも皆様大変喜ばれていましたが、大きな

声でﾊﾞｰｽﾃﾞｲｿﾝｸﾞを歌いｹｰｷをいただき盛り上がった誕生日会となりまし

た。普段口数の少ない主役の B 様が「本当にありがとう」と笑顔でおっし

ゃってくださり、こんな時だけに私たちもとても暖かい気持ちになりまし

た。そして 3月と言えばひな祭りですね、ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜の 2階には女性

の入居者様が 6 名、お雛様を飾るだけではつまらないとｽﾀｯﾌの Tさんの提

案で折り紙を折り、皆で自作のお雛様を作ります。この日は桃色の模造紙

にそれぞれ折り紙で折ったお雛様とお内裏様を貼り付けて特製の雛飾りが

完成しました。作っている間も「折り紙を折るのは何年振りかしら？」「あ

なた、とってもお上手ね!」とおしゃべりに花を咲かせながらも作業に熱中

しておられました。出来上がったお雛様は皆さんのいるﾘﾋﾞﾝｸﾞに飾り来園

されたご家族様にもとても喜んで頂けました。実は「折り紙」は指先を使

うため、脳梗塞や障害のある方が機能訓練として行われますが、あわせて

指先を使うことにより脳は刺激を受け、活性化され、結果として認知症の

予防が期待できるとも言います。また「守備先を使う」ことだけではなく

「どのような形になるのかを想像して折る」という作業もあります「どの

ような形になるのか」「きれいに仕上がるのか」など、様々なことを想像し

て作ります。このように作り、考えることより、脳の活性化も期待できる

そうです。また最後に「作品の出来栄えを確認する」作業もあり作り終わ

った作品をみて「上手にできた」「ここが失敗した」等の感想がでてきま

す。認知症は記憶能力の低下が現れやすいため、このように少し前の出来

事を振り返ることで、記憶能力の低下防止に繋がると言います。こんな時

期だけに、一工夫し皆さんで楽しんでいける様々なﾘｸﾘｴｰｼｮﾝを提供してい

ければと思います。 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」は多摩区生田丘陵の高台に建つﾛｯ

ｼﾞ風のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ。誰もがこの庭からの絶景に感激。 

 

 

川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」より 

ウッドデッキ～楽しみ方はいろいろ 
生田の山々の木漏れ日の中を四月の乾いた風が通り抜けて行きます。町も学校

も川も、そして山をも吹き抜けいったい何処まで行くのか風に訊きたくなりま

すね。さて、そんな四月のある日、川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙ

ｽﾞ」自慢のｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷでは入居者様とｽﾀｯﾌで外気浴中です。これからの季節、天

気の良い日はこのｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷで皆様に風を浴びてﾘﾌﾚｯｼｭして頂くのです。遠くに

富士山も見えるくらい眺めが良くて、木々もあり、いながらにして森林浴の気

分。暖かい日はついついｳﾄｳﾄとしてしまい、そのままお昼寝も悪くないです

ね。此処にはﾌﾟﾗﾝﾀｰ等もあるので草花のお手入れもしています、入居者様の中

には草花のお手入れに熱心な方もいらっしゃり、夕方になるとじょうろを持っ

て来られ、水やりを楽しみにされているご様子。他には新聞をここで読むのが

日課の方、好きな本を持ち読書をされる方、ただ黙って空を観ている方･･･、

日が暮れれば満天の星が広がりそのまんまﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑに、もちろん十五夜に限ら

ずお月見も楽しみのひとつ、そして夏になると一番の楽しみはご家族や地域の

皆さんをご招待してのﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰも･･･、楽しみ方は色々、皆このｳｯﾁﾞﾃﾞｯｷでそ

れぞれご自分の時間を大切に過ごされています。此処は生田丘陵の高台に有る

せいか残念ながら雨風が激しい時も有り、そんな時は室内でﾄﾗﾝﾌﾟやｹﾞｰﾑを楽

しんで頂いてきます。最近は合唱が皆さんに人気で参加される方が多いです、

生まれた場所もﾊﾞﾗﾊﾞﾗなのでｱｸｾﾝﾄの違いが絶妙なﾊｰﾓﾆｰになっていて…歌は世

界共通なんだなぁ、勝手に感心、ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷに出られない日は歌声が「ﾊﾞﾅﾅ園生

田ﾋﾙｽﾞ」にこだましています…。今回の写真は何気ない日常の一ｺﾏ、何をする

でも無くゆっくりと過ごすのも暮らし方かもしれません。最後までしたい事を

ご自身で出来る様に私達はｻﾎﾟｰﾄ致しております、一人一人の生きる、を大事

に是非過ごして頂きたい物です。おや？良い風が来ましたよ、私の頬を撫でた

風が入居者様一人一人にご挨拶するように吹き抜けて行きます。これからが

「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」一番いい季節、同じ風がこれを読んでいる皆様のもとにも

届くと願って、また来月号でお会いしましょう。 

 

 

折り紙婦人とその作品!! 

折り紙は子どもの頃に誰もが一度は経験したことがあり、馴染

みのある方も多く、高齢者にも受け入れやすいﾚｸﾘｴｰｼｮﾝでﾘﾊﾋﾞﾘ

の効果もある。 

ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷと眺望だ

けが自慢ではあり

ませんが、この施

設をそれで選ばれ

る方もいらっしゃ

います。 


