
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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 コロナ禍対応公開セミナー 

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 

 

                                    

③ 参加人数                  ④ご連絡先＜電話・携帯番号＞ 

                                   

 

 

 

 

 

 

㈱ 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 

 

 

「私は大丈夫」そんな人が騙される！

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→ 

        

 

 

 

 

 

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より 

１２４年ぶりの節分を楽しむ 
 

川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」より 

看護師の定期訪問で安心介護 
 

 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 183 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/ 

 

 

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 

  

    
              

 

 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が確認されてから約 1 年が経過しました。川崎市中

原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」では、外部からの訪問は原則医療

関係者に限らせて頂きご家族にも不便をおかけしています。実は、家庭

的で小さな「老人ﾎｰﾑ」である「ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ」には大きな施設のように医

師や看護師の配置義務はありませんが、「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」ではご入居

者の医療･健康管理、また緊急時の対応の為、主治医のお医者様が定期的

＜隔週＞に「訪問診療」に来ていただいているほか看護師さんも毎週施

設を訪問してくださいます。看護師さんの業務内容は様々ですがご入居

者の健康ﾁｪｯｸを中心に、介護職員が行うことのできない「医療行為」を

お願いすることが中心になります。その他に手足の爪切り、薬の塗布等、

様々な処置の相談やﾚｸﾁｬｰもしてくださいます。介護職員は喀痰吸引や服

薬介助など医師の指示、看護師との連携のもと条件付きで実施できる医

療行為もありますが、原則的に医療行為をすることは出来ません。また、

ｲﾝｽﾘﾝの自己注射等、医師の指導のもとご本人には許されている事も、介

護職員には許されていないのです。当施設に来られる看護師さんは訪問

すると、まずご入居者への挨拶を済ませ、みなさんの特変が無いのかを

確認します、その後は、ｽﾀｯﾌになりきり、皆様一人ずつと、出来るだけ

時間をかけ、会話をしながら健康ﾁｪｯｸを行っていきます。会話をするこ

とによりご本人の訴えだけではなく、しゃべり方や表情を観察すること

により、私たち介護職員ではなかなか気づくことのない異常を見つけて

下さることもしばしばです。一緒に対応方法を考えてくださったり、必

要な場合は医師との連携をし、早期発見・早期治療につなげます。一方、

ご入居者の皆さんは看護師さん（お医者様も含め）話をきいてもらうと

安心をする方が多く「次はいついらっしゃるの？早くお話しがしたい

わ。」と頼りにする方が多いのです。介護施設にとって医療連携は、ご入

居者は勿論ご家族にとっても最も重要なﾎﾟｲﾝﾄになりますが、実は私たち

ｽﾀｯﾌにとっても、お医者様や看護師さんとの連携があって、初めて安心

して働ける職場になるのです。 

「二月、季節の行事と言えば何がありますかね？」ご入居者の皆様にお尋ねする

と、お一人が「節分！」と、大きな声でお返事をくださいました。皆様口々に「あ

ぁそうだわ、二月と言えばやっぱり節分、豆まきよね！」「ところで今年の干支

は何でしたっけ？」「丑年よ、私は丑年だから今年は年女（としおんな）、私が豆

をまくわ！」と、素敵な笑顔を見せてくださいました。「悪い病気退散、邪気を

払うために豆まきをしなくちゃならないね！」と別の方からも元気な声でﾘｸｴｽﾄ

がありました。新型ｺﾛﾅ禍の影響もあり今年は豆まきを中止にするお寺が多いと

ﾆｭｰｽで聞き、皆様心配になられたご様子です。川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ川崎大

師ﾊﾞﾅﾅ園ではｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症予防に取り組みながらも、皆様元気に楽しい毎日を

お過ごしいただいています。ところで節分といえば「2 月 3 日」と皆さま思い込

んでいらしたようで、「なんで今年はなぜ今日（2 日）なの？」と質問を受けまし

た。2 日になるのは 124 年ぶりだそうですから、ｽﾀｯﾌも皆様と同じ思いで少し返

事に困っていたところ、ｽﾀｯﾌの A さんが「地球が太陽を 1 周する時間は 365 日ぴ

ったりではなく、6 時間弱長い。そのため、毎年少しずつ地球の位置がずれてい

き、立春も 2 月 4 日になったり 3 日になったりするのです。立春はここしばらく

2 月 4 日だったけど、今年は 1 日早まるため、節分も 2 月 2 日になるのです。」

と説明してくれました。そんなこともあり、節分の日、川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園では、ま

ずは鬼の塗り絵を皆様と作る事にしました。「鬼の顔って何色だったかしらね？」

「見たこともないからわからないね(笑)赤鬼、青鬼って言うくらいだから、赤か

青かな」お好きな鬼に仕上げてくださいとお声掛けをさせて頂くと、「ﾋﾟﾝｸが好

きだからﾋﾟﾝｸにするわ」。塗り始めて頂くと皆様集中して塗っていらっしゃいま

す。しばらくするとそれぞれ個性のある鬼のお面が出来上がりました。お互いの

作品を見せ合いながら「いいじゃない、なかなかいい鬼が出来たわね」と作品を

褒め合う姿がとても楽しげです。一仕事終えた皆様にお待ちかねの昼食の用意が

出来ました。節分に因んだこの日のﾒﾆｭｰには鰯の梅煮、大豆の煮物、巻きずしも

あります。福を取り込んで健康で、1 年間健康に過ごせるようにと願いをこめな

がら支度させて頂きました。明日からは立春、日差しも少し柔らかくなってきた

ように感じます。春がもうそこまで来ているようです。 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

  

 

 
節分には豆をまきますが、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

ります。使う豆は炒った豆でなくてはなりません。生の

豆をまき、拾い忘れた豆から芽が出ると縁起が悪いから

と言います。 

 

 

 

当ｸﾞﾙｰﾌﾟの施設

は全て「訪問診

療」と毎週の「看

護師の訪問」が導

入されています。 

 


