
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 最近の特殊詐欺の傾向と対策～樋渡暢善氏<川崎市地域安全推進課安全・安心まちづくり対策員：神奈川県警 OB>  
※新型コロナウイルス感染拡大で、自宅滞在が中心の高齢者をターゲットにした、キャッシュ

カード詐欺盗や還付金詐欺が横行しています、最新の手口と対策を一挙公開。 

第 2 部 空き巣対策のための防犯診断～新間千波氏<川崎市地域安全推進課安全・安心まちづくり対策員：神奈川県警 OB> 

※空き巣などの防犯対策を進めるうえで塀や植栽など家の外周や構造、鍵など 

防犯設備の状況を診断 

第 3 部 正しいﾏｽｸ選びと感染症対策～石橋朋紀氏<玉川衛材株式会社東日本営業 3 課係長> 

※コロナ禍の生活必需品となったマスクの正しい使用法と選び方、あわせて免疫力を

高める介護ケアを分かり易く説明。 

開催日：3 月 22 日（月） 時間：14 時～15 時 30 分 開場：13 時 30 分  

場所：ｴﾎﾟｯｸ中原(川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ)第 3 会議室＜〒216-0013川崎市中原区上小田中 6-22-5 7F＞ 

募集人員：30 人（先着/無料：新型ｺﾛﾅ感染症蔓延防止のため 定員 60 人の会場を 30 人定員で開催いたします） 

主催：社会福祉法人ばなな会 共催：株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ(ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ) 

協賛：株式会社柴橋商会 株式会社玉川衛材 

後援：川崎市社会福祉協議会 中原区社会福祉協議会 

お問い合わせ：社会福祉法人ばなな会(バナナ園グループ) 

電話：044-455-6119 
＜平日 9 時～16 時 土曜 9 時～12 時 ： 「ｾﾐﾅｰの申込み」とお伝えください＞ 

FAX：044-455-6110 （以下①～④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＞ 
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 コロナ対応公開セミナー 

最近の特殊詐欺の傾向と対策 

空き巣対策のための防犯診断 

正しいﾏｽｸ選びと感染症対策 
～3 月 22 日（月）エポック中原にて 30 名様限定～ 
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 ① 申込者＜代表者＞のお名前 ②ふりがな 
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㈱ ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

 

 

社会福祉法人ばなな会 

公開セミナー係宛 
3 月 22 日コロナ禍対応セミナー参加申込書  

＜FAX 044-455-6110＞ 

 

 

 

感染防止に最大限の注意を払いながら実施致します。 

(1) 人との接触の回避、ソーシャルディスタンスの確保（２メートルを目安）  

(2) 感染防止のための参加者の適切な誘導（密にならないように対応。発熱またはその他の 感冒様症状

（咳、鼻汁、倦怠感など）及び体調不良を認める者の入室制限を含む。）  

(3) 入口及び会場内の手指の消毒設備の設置を致します。  

(4) マスク・フェイスシールドの着用（スタッフ、講師及び受講者に対する周知）配布 

(5) 参加者着座時のアクリル板設置 (6) 会場の換気（可能であれば 2 方向の窓を同時に開ける。） 

(7) 会場内の消毒(8) 手洗い、咳エチケットの徹底(9)当日が緊急事態宣言下の場合は中止と致します 

当日は参加者全員にマスク「Fitty」及びフェイ

スシールドメガネ型をプレゼント!!＜感染予

防のため会場内で着用していただきます＞ 

 

 

提供 

 

提供 

 

無料・予約制 

 

 

コロナ禍につけこんでダマされてからで

はもう遅い！感染防止の基本はマスク

から、正し使い方、選び方を学ぼう！ 



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：224,781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→ 

        

園芸作業では、歩く、座る、立ち上がる、たがやす、水をまく、草をとる、

収穫する、運搬するなどの数多くの動作を必要とするため、身体面でも運動

能力や体力の維持増進に効果が期待できる。 

 

 

 

 

 

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 

陽あたり良好～ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞで園芸療法 
 

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 

124 年ぶりの節分を楽しむ 
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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 

  

    
              

 

 

川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」のご入居者の趣味は多種多様

です。今月はそのうちの１つをご紹介いたします。それは園芸＜ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ

＞です。冬の間は寒くて芝生も枯れ、室内にあるｼｸﾗﾒﾝや胡蝶蘭などの植木

鉢に水をやるくらいしかできませんが、節分～立春を過ぎると暖かい日も少

しずつ増え、植物たちも春の訪れを今か今かと待っているようです。そんな

中、施設で一番の植物好き、園芸、ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞが趣味の S 様が庭に花壇を造

ってくれました！ 煉瓦で囲った中に園芸用の培養土を入れ、花屋さんで買

ってきた鉢植えのﾊﾟﾝｼﾞｰなどを、一株ずつ丁寧に、手を泥んこにしながら植

えてくださいました。土いじりをしている時の S 様はいつも笑顔いっぱいで

す。実は S 様、写真も趣味で、ご自身のﾃﾞｼﾞｶﾒで朝焼けや夕焼けを撮って

「現像（印刷？）してくれませんかね？」とおっしゃるほどの腕前、素敵な

写真を撮られるのです。この日は出来上がった花壇をご自身でも撮っていら

っしゃいました。遮るもののない日の光をいっぱいに浴びて、花たちも嬉し

そうです。他のご入居者達も、部屋の中から、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞから、花壇を愛おしそ

うに眺めておられます。ところで、認知症の治療には薬による治療だけでな

く、非薬物的療法として症状にあわせてのｹｱや関わり、活動をすることが必

要とされています、非薬物療法には様々なものがあり、生活ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ、ｱ

ﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰ、音楽療法等がありますが、園芸療法もその一つです。土や植物と

ふれ合うことで、心が癒され、五感を刺激し、爽快感を得ることが出来ます。

また、自然との会話が生まれたり、若いｽﾀｯﾌに園芸方法を教えることもあり、

コﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場にもなります、屋外で行えば、外の空気を感じ、季節を感じ

ることや解放感を得ることもできます。高台で陽光をたっぷり浴びる広いお

庭の「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」にはうってつけの活動になるのです。これから暖か

くなって、植物も人間も外の空気を浴びたくなる季節。１年以上続いている

ｺﾛﾅ禍にあって、ｽﾀｯﾌはﾏｽｸ消毒必須、ご家族の面会もｵﾝﾗｲﾝのみ、人の出入

りは最小限にさせていただいていますが、もう少し、あとちょっとの我慢！

皆でｺﾛﾅを克服したら、是非遊びにいらしてください。 

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、感染症防止のため、お客様

は勿論ご家族を迎えることもなく、静かなお正月を迎えました。そしてあっと

いう間に 1 月が過ぎ去り、2 月 2 日には恒例の節分のｲｳﾞｪﾝﾄの実施です。節分

といえば普通は 2 月 3 日ですよね？なぜか今年は 2 月 2 日、明治 30 年（1897

年）以来 124 年ぶりの事だそうです。これは地球が太陽を 1 周する時間は 365

日ぴったりではなく、うるう年で調整しても 4 年前よりも少し早くなるので、

少しずつｽﾞﾚてしまう、立春も 2 月 4 日になったり 3 日になったりするそうで、

今年は厳密に言うと 2 月 3 日のｷﾞﾘｷﾞﾘで 23 時 59 分に立春が成立、節分も 2 月

2 日になることのようです。この日のｲｳﾞｪﾝﾄ、まずは定番の豆まきは炒った豆

を使います、これは中国の風習が伝わったもので「魔滅（まめ）」に通じ無病息

災を祈る意味があるそうです、更に「炒る」は「射る」につうじるそうで、ど

ちらも語呂合わせのようですね(笑)。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。「ｺﾛﾅ外! 福は内!」と、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。そして

入居者様に豆を召し上がっていただきます、歳の数まで食べて頂くために少し

やわらかめの甘納豆をご用意いたしました。そしてお昼ご飯はもちろん特製の

恵方巻きです、諸説あるようですが、巻きずしを食べるのは関西の花街の風習

で、江戸時代から明治時代にかけて、お祝いしたり、商売繫盛を祈ったりした

のが起源という話を聞きました。ただし入居者様の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、中には「縁起を担いで丸

かじり！」と、おっしゃる方もいらっしゃいますが、箸でも食べやすいよう輪

切りにして召し上がっていただきますが、今年の恵方の南南東を向いて食べ、

盛り上がります。次第に日も長くなり、春の気配が近付いてきています。季節

のｲｳﾞｪﾝﾄを楽しみながら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。

まずは感染症予防、そして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 

 
 

 

 

 

「恵方巻」の起源は様々、関西・中国地方発祥は確かのようで、「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う。 

 

 

 

 

 


