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バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟがお世話になっている皆さまに伺いました 

ミニ･ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ「それぞれの STAY HOME」   
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E A S T  

㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

～2010年よりﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟが狂言教室をお願いしている～ 

女性狂言師十世三宅藤九郎さんの場合 
2 月 20 日の厚生労働省のｲｳﾞｪﾝﾄ自粛の要請を受けて、現在までの全てのｲｳﾞｪﾝﾄ･

公演は中止または延期になっています、またお弟子さんに対するお教室やﾚｯｽﾝ

も自粛中です。さらに様々な打ち合わせ＜このｲﾝﾀﾋﾞｭｰも含め＞他、出来ること

はｵﾝﾗｲﾝで対応、連休明けから始まった母校青山学院大学の授業の講義もｵﾝﾗｲﾝ

で対応、しっかりｽﾃｲ･ﾎｰﾑをしています。こんなに長い間お客様の前で舞台に立

っていないのはたぶん幼稚園の時以来、初めてのことです。しかし、こんな時

期だからこそ「ｽﾃｲ･ﾎｰﾑ」中に「笑い」、そして狂言に触れてもらえるように

Youtube で「和泉流宗家狂言ﾁｬﾝﾈﾙ」を開設しました。宗家＜弟の和泉元彌さん

＞と姉＜泉淳子さん＞と三人で自宅にある舞台で撮影、そして作成・編集まで

しています! お子さまをはじめ初心者の方、また親子で楽しんでいただけるよ

う、易しく狂言の解説をしていくｺﾝﾃﾝﾂ「親子で楽しんでね」の他、最近では番

外編として宗家会理事長の和泉節子＜お母さま＞の狂言食堂「金ﾄｷだがや！せ

っちぃ佐渡を行く」もｱｯﾌﾟしました。母が拙いながらも一生懸命？ｶﾝﾍﾟを見な

がら佐渡の見どころを旅する VTR をお楽しみください。 さらに期間限定で「三

宅藤九郎の ZOOM 狂言教室」も開始しました。これは ZOOM ｱﾌﾟﾘを利用し初心者

の方にもお気軽に狂言のお稽古をしていただく企画です、今後も開催したいと

思っていますので詳しくは HP からご覧ください。感染を食い止めるための「ｽﾃ

ｲ･ﾎｰﾑ」。皆様それぞれのお仕事によって、お家にいられない方もあると思いま

すし、長いｽﾃｲ･ﾎｰﾑにｽﾄﾚｽを感じる方もいらっしゃるで 

しょう。ですが、大事な人達や自分の命を守りながら一 

日も早い終息にも貢献できて(笑)、心配性とか大袈裟と 

か言われたことを後々笑い話にできたら、その方が幸せ 

だと思っています。 

和泉流宗家狂言ﾁｬﾝﾈﾙ 

三宅藤九郎の ZOOM 狂言教室 
■ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ主催「狂言教室(第 11期)」 

につきましては昨今の状況から 7月開始を延 

期とさせていただきます。開催につきましては 

追って紙面/HPにて告知いたします 

 

～ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手ﾟでﾘﾊﾋﾞﾘ<訪問ﾏｯｻｰｼﾞ>を担当～ 
訪問マッサージ自然堂の伊藤正義さんの場合 

ﾏｯｻｰｼﾞでお伺いしている「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」さんはじめ、ｼｮｰﾄｽﾃｲやｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ

ﾑ等の施設での施術は 3 月に入ったころから集団感染防止の観点から訪問が中

止になりました。在宅の利用者様の場合は各々の状況やご家庭のご都合によ

り訪問を継続していますが、施術の際は消毒の徹底や換気など感染ﾘｽｸの軽減

を図る工夫を徹底しています。それとは別に独居の方や高齢者の二人暮らし

世帯などの利用者様はﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽや、ｼﾆｱ向けｲｳﾞｪﾝﾄの中止、更にご近所さん、

お友達等の来訪もなくなり孤立を生みやすい環境になっています。ｽﾃｲ･ﾎｰﾑに

より報道等でｺﾛﾅｳｨﾙｽの話題を目にする機会も多く、今後の生活の変化に対し

て不安を感じている方が非常に多いです。更にそういう不安を他人に言って

しまうと、世代的に「迷惑が掛かる」「苦しいのは自分だけでなく皆一緒」

と口を噤んでしまう方も多く、相当のｽﾄﾚｽを抱えている方が多く、むしろそ

ういう部分のﾒﾝﾀﾙ･ｻﾎﾟｰﾄが重要になってきているように感じます。機能訓練

指導で身体を動かす時間を延ばすことと併せて色々な会話をするなどのﾌｫﾛｰ 

をしています。このような情況ですので通常以上に、訪問診療のﾄﾞｸﾀｰや看護

師、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ、訪問ﾍﾙﾊﾟｰ、等の皆さんと電話や連絡帳での連絡を「密」にせ

ざるを得ない状況になっています。高齢者にかかわらずｽﾃｲ･ﾎｰﾑで皆どうして      

も運動不足になりがちです。ご家族のい方で 

あれば是非、安全の確保できる範囲内でご一

緒に散歩をしてあげてください。またﾍﾞｯﾄ上で

生活される方も朝･昼･晩に身体を動かす工夫を

してあげてください。ｽﾃｲ･ﾎｰﾑで日光を浴びる

時間が極端に少なくなっています、紫外線には

腸管からのｶﾙｼｳﾑの吸収を助けるﾋﾞﾀﾐﾝ D を生成

する B 波がありますが、ｶﾞﾗｽを透過しにくく、

窓を閉め切った室内にはほとんど入ってきませ 

ん、天気の良い日にはﾍﾞﾗﾝや、窓を開け、太 

陽を浴びるようにして欲しいのです。 

 

 

 

 

 

～「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜･泉」の訪問看護～ 
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝひまわり所長坂本由恵さんの場合 
豪華客船ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ･ﾌﾟﾘﾝｾｽ号での感染が報じられた 2 月頃までは、周りを見て

もまだまだ他人事の感がありましたが、3 月の 3 連休の影響による感染拡大に

伴い、世の中の危機感も高まり、医療・介護の現場でも様々な影響が出始めま

した。当ｽﾃｰｼｮﾝでも「感染しない」「感染させない」「拡大させない」と言うこ

とを念頭に業務を見直しました。具体的には、事務所内の蜜を避ける対策とし

て、会議やﾐｰﾃｨﾝｸﾞも全てｵﾝﾗｲﾝに切り替え、時差出勤、ICT を活用し記録は移

動時およびﾃﾚﾜｰｸで行い、事務所には必要最低限の滞在にしました。介護の分

野では、通所系ｻｰﾋﾞｽ＜ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽやｼｮｰﾄｽﾃｲ等＞の受け入れ制限・利用者さん自

身が利用を控える様になり、それに伴って在宅系ｻｰﾋﾞｽの需要は高まり、特に

訪問入浴や入浴介助の依頼が増えました。病院の病床確保の流れや、面会制限

から退院支援が増え、訪問看護では、医療処置の家族への指導が出来ないまま

退院となり、頻回な訪問を要するｹｰｽもありました。当事業所では原則的に利

用者様への訪問は続けていますが、ｺﾛﾅ患者の治療を行っている病院からの利

用者さんの訪問を退院後 14 日間中止するなど、事業所によって様々な対応の

違いがあります。訪問看護の場合どうしても「医療行為」があるので利用者様

とのｺﾝﾀｸﾄは避けられません、「痰の吸引」などの場合ﾘｽｸを考えるとﾏｽｸだけで

なくｺﾞｰｸﾞﾙや防護服が必要となります、しかし現 

実的にはまだまだ防護服などが足りている状況で 

はなく、それこそｺﾞﾐ袋など代用し業務にあたって 

いるのが現状です。まだまだ予防対策の物資は不 

足しています。誰も経験したことのない、見えない 

ｳｨﾙｽとの闘いに、「うつ状態」になる方から全く「 

我関せず」の方もおり「温度差」を感じ、正解が何 

なのか？わからない中、様々な情報を収集した上 

で判断していく状況です。またまだまだ長い戦いが 

予測されｽﾃｲ･ﾎｰﾑと合わせてﾏｽｸの着用、手洗いの励 

行、特に「手で顔を触らない」などの感染を拡大さ 

せない行動が重要です。一日も早く日常を取り戻す 

ために、みんなでこの難局を乗り越えましょう。  
 

     

 

～新型コロナウイルス感染症に対する～ 

バナナ園グループの対応状況 

 ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＜(株)ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ/社会福祉法人ばなな会＞の運営施設、並びに本社

に於いて 6 月 1 日時点では、入居者様、職員(の家族含む)共に新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽに感

染した者はおりません。施設への出入りは職員、訪問診療時の医師、看護師以外は

原則ご遠慮いただいています(※)。また、職員の勤務体制においては、時差通勤、

混雑時の交通機関を避けての通勤要請を行い、感染予防を行っています。(※)ご家

族の面会に関してはｵﾝﾗｲﾝ面会を準備中。 
 

■入居者様及び弊社職員の健康と安全を確保する為下記の対応を実施しています。 

1.安心してｻｰﾋﾞｽを提供できるよう、職員の手洗い、うがい、ﾏｽｸ着用の徹底。 

2.除菌・ｳｨﾙｽ対策として、施設ﾌﾛｱに次亜塩素酸空間除菌脱臭機（ｼﾞｱｲｰﾉ）を設置

し稼働中。居室に微酸性次亜塩素酸水による噴霧を実施、共用部における微酸性次

亜塩素酸水によるふき取りを随時実施 

3.職員に対しては、業務に伴う出張、社外の不特定多数が集う研修会及びｲｳﾞｪﾝﾄの

参加 について、参加を予定していたものを全て中止するとともに、当面の間の参加

禁止を決定。休日についても不要不急の外出の自粛、不特定多数が出入りするｲｳﾞｪ

ﾝﾄ及び集いへの参加等の自粛を要請。 

4.施設内において、新型ｺﾛﾅ感染が発生した場合におけ 

る勤務体制の確保を整備。 

5.防護服、防毒ﾏｽｸの配備。 

6.感染が発生した場合における感染者専用ｹｱｽﾍﾟｰｽの確保。 
 

■職員を対象とした支援の実施(6 月 1 日現在) 

1.全介護職員に対してのﾏｽｸの提供 

2.全職員に対して微酸性次亜塩素酸水の一定量の定期提供 

3.ﾊﾟｰｿﾅﾙﾄﾚｰﾅｰによる入居者様向け、職員向けそれぞれ 

のｽﾄﾚｯﾁ体操 DVD の提供 

4.介護職員に対しての特別一時金の支給 (4 月 20 日支給) 

5.不要不急の外出要請による職員への応援物資の供給    次亜塩素酸空間除菌脱臭機   

ご不明な点等ございましたら、弊社施設、もしくは弊社業 

務管理部（044-455-6117）までご連絡ください。 

 



★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→ 

        

 

 

 

 

 

        

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」より 

ｲﾝﾄﾞｱ花見「内花見」開催！ 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 186 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 

  
    

              
 

 

 

 

 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「のんびりーす等々力」では毎月のように「春

夏秋冬」季節を感じられるｲｳﾞｪﾝﾄを企画しています。もちろん 4 月に

「春」を感じる一番人気は「お花見」です。日増しに暖かくなり春の訪れ

とともに、桜が咲く時期になりました、例年であれば皆で満開の桜を堪能

するのが施設の恒例行事。しかし今年は新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽの感染症ﾘｽｸもあり、

入居者様の外出ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝは出来ません。それでも何とか入居者様にお花見

気分を味わっていただくために施設内で楽しむｲﾝﾄﾞｱ花見「内花見」を企

画しました。この日は入居者様一人ひとりの役割を決め、共同作業で大き

な桜の「ちぎり絵」を完成させ、併せてｽﾀｯﾌが自宅の庭から切ってきた本

物の桜と一緒に飾り付け、皆で飲んだり食べたりお花見（宴会）気分を楽

しみます。旬の食材を使った「二段お花見散らし弁当」とｼﾞｭｰｽやﾉﾝｱﾙｺｰﾙ

飲料を用意、そして、皆で乾杯!! 室内とはいえ季節を肌で感じていただ

き切り花ながら満開の桜を見ながら、笑顔の会話も弾み、何とか「お花

見」を実施することができました。「桜の花はやっぱりきれいだ！」ﾉﾝｱﾙｺ

ｰﾙﾋﾞｰﾙを片手に「いやー酔っぱらった！美味しいね！」まるで公園で車座

になってお花見をしている如く笑顔で踊りだす方もおり笑い声が尽きませ

んでした。   

私たちｽﾀｯﾌはお花見に限らず季節を感じるｲｳﾞｪﾝﾄを毎月のように企画しま

す。これはただ楽しいからという理由だけではありません。季節を感じる

ことは、単調になりがちな生活のなか高齢者の心身に良い影響をもたらし

ます。お部屋にこもりがちな方も参加しやすく、大勢でﾘﾗｯｸｽしながら会

話や食事をすることにより社会性の維持にもつながります。また、皆で切

り絵などを作るときには指先を動かすことでﾘﾊﾋﾞﾘ効果や脳の活性化にも

役立ちます。とは言っても本音はﾋﾟｸﾆｯｸ気分、桜の下でお弁当を食べたか

ったのですが、感染症予防のため来年に楽しみは取っておきましょう。 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

施設に暮らす「お母さん」に「施設の子供たちか

ら」ｶｰﾈｰｼｮﾝをﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ !! 来年はきっと本物のご家

族からもらえますよ！皆さんのﾏｽｸにも注目！ 

 

川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」より 

「母の日の会」開催！ 
陽気もﾎﾟｶﾎﾟｶ素敵な季節になりましたね、ところで 5 月と言えば「母の日」

ですね。川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、第 2 ﾊﾞﾅﾅ園では毎年 5 月にはご家族を招

待し、施設に暮らす「お母さん」のために「母の日の会」を開催、皆でお祝

いをすることが恒例行事になっています。今年も 5 月 10 日、ささやかなが

ら「お母さん」たちにありがとうの気持ちを伝える「母の日の会」を開催し

ました。残念ながら今年は新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染拡大で自粛中の為、ご家族様と

の面会はかないませんでした。自粛でﾃﾚﾋﾞを眺めてばかりの毎日にそろそろ

飽きてきた日曜日の昼下がり、いきなりｽﾀｯﾌから歌のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄで「母の日の

会」はｽﾀｰﾄ、そして幾つになっても「お母さん」の皆様へご家族様に代わっ

てｶｰﾈｰｼｮﾝの花、一輪を一人一人に手渡しました。歌とお花のｻﾌﾟﾗｲｽﾞに「あ

りがとう！私に頂けるの？うれしいわ！」皆様それぞれの思いでｶｰﾈｰｼｮﾝを

受け取ってくださいました。実はこの日、母の日に先駆けて「大好きなお母

様へ」そして第 2 ﾊﾞﾅﾅ園のｽﾀｯﾌにも感謝のお手紙をご家族から頂きました。

「ﾏﾏへ」と題されたたお手紙を朗読すると本人よりも周りの方々が感極まり

目をうるませてしまう場面も。残念ながら対面は出来ませんでしたが、大き

な花束と大好きなどら焼きの差し入れをして下さったご家族様もいらっしゃ

いました。「さあ、みんなで一緒にうたいましょう！」入居者様が号令をか

け、元気な歌声が響き渡りました。ｳｨﾙｽなんかどっかへ飛んで行ってしまっ

たかのように明るく平和な時間。それから、気が付いて頂けましたか？皆様

がつけているﾏｽｸ＜写真＞素敵ですよね。実は手芸の得意なｽﾀｯﾌが一枚一枚

心を込めて手作りしてﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄしたものです。毎日清潔に洗って大切に使用

しています。こんな時だからこそ、みんなでｱｲﾃﾞｨｱを出し合い毎日を安心し

て暮らしていけるようにしたいものです。施設に暮らす「お母さん」の笑顔

は私達ｽﾀｯﾌにとっても元気の源です。「入居者」であり「お母さん」の皆さ

ん「ありがとうございます！」 

 

皆で作ったちぎり絵の

大傑作「桜並木」(左

下)。でも、来年は外

での花見を！ 

 

 

 

  

 

 


