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宮崎：2 時間と通勤時間が長いのですが、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。17 時で退社出来る

から、通勤時間を有効活用。この 1 年は国家資格＜介護福祉士＞取得に向け通勤時間に随分勉強したわ。E.I.先輩は既に資格を

取得されましたよね？  

E.I.：入社当初から介護の現場で自分を伸ばしていきたいと思っていたので国家資格取得を目標の一つにしたの。学生時代は目に

見えるところにｺﾞｰﾙがある、例えば「試験」や「卒業」。でも社会人になるとそういうｺﾞｰﾙは自分で設定しなければならない。会社には

資格取得補助制度もありますし、資格＜介護福祉士や社会福祉士＞を取得するとお給料にも資格手当が反映される。勿論、仕事

の範囲や責任も重くなります。でも、それが成長にも繋がると思う。皆さんも是非ﾁｬﾚﾝｼﾞしてほしいです。  

胡：さて、みなさん学生と社会人の違いって何かしら？  

比嘉：責任の重さと範囲が違う、特に対外的な折衝事においては小さなﾐｽが会社の信用かかわる場合もある。そして 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。事業所ではｽﾀｯﾌにはﾊﾟｰﾄさんも多く、例え若くても、正社

員は責任の重さも範囲も広い。その分達成感も違う。 

S.M.：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もある。「失敗してもいいから、自分でやってみようよ!!」

と、言ってくださる先輩･上司の言葉が本当に嬉しかった。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。 

大谷：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。学生時代とちがい、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。特にご入居者は自分の祖父母より更

に上の世代、価値観も違うが関わらないという事はできません、もっとも学ぶことの方が多いですが。 

胡：社会人というのはそういうもので、「学生」というのはかなり特殊な環境かもしれない。それでは仕事をしていて最も嬉しかったことは？ 

  

 

株式会社ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ＜ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟ＞では 2016 年から毎年新規学卒者を「総合職」として迎えていま

す。今回はその中から 6 人による座談会を開催。「総合職」として入社した感想と当社に入社してからの振

りをしてもらいました。司会は 2017 年入社の総合職、胡さん、宮崎さんです。 

胡：新卒１年目、長かった研修も最終段階を迎えている大谷さんから一年の振り返りをお願いします。 

大谷：４月１日の入社後本社での研修を終え、まずｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」、そして昨秋に再度本

社で研修、現在は「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」の介護現場で研修中です。大学で自分なりに「社会福祉」の勉強を

してきたつもりでしたが、入社し、はじめて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

は学べなかったことです。 

比嘉：私は入社 2 年になりますが、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、激動の 2 年、しかもこのｺﾛﾅ禍。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 )。暮らしは沖縄に比べ物価の面

等の不安もありましたが、家賃を除く生活費はむしろ沖縄より安いかも？ただ冬の寒さだけは、沖縄に比べ

るとはんぱない（笑）。 

S.M.：私も同じ沖縄出身ですが、寒さについては同感、雪にﾋﾞｯｸﾘです！一人暮らしを始めることに両親は

かなり心配していましたが、ｼﾌﾄ勤務とは言え規則正しい生活をしている、ｺﾛﾅ禍もあり遊びもできなかった

と、いうこともありますが･･･、携帯利用のﾃﾚﾋﾞ電話もあり、淋しさは殆ど感じる事はなかったです。  

胡：私は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。自宅からの通勤の宮崎さんはどうかしら？  

 

 

 

 

ｺﾛﾅ禍もあり総合職同士で集まるのも久しぶり、ﾏｽｸとﾊﾟﾃｰｼｮﾝを用意して

ﾋｿﾋｿ声の座談会。それでも予定時間を大幅にｵｰｳﾞｧｰする盛り上がり。 

比嘉博哉さん 2020

年入社、琉球大学

卒。沖縄県出身、ｺﾛ

ﾅ禍のなか一人暮ら

しの自由を謳歌中 !

趣味は映画鑑賞。 

 

 

㈱ ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

 

 

S.M.さん大谷さん二人の若手は共に就職

と同時に一人暮らしを始めた。社会人にな

ると意外と自己管理は出来るものと言う。

 

 

 

E.I.：介護の現場では、ご入居者、そしてご家族からの「ありがとう」や「あなたたちのおかげ」の言葉が何といっても一番。仕事上のﾐｽで落ち込んでいる時、夜勤明けで疲れ

がたまっている時、この言葉に助けられたことが何度あったことか・・・  

S.M.：どんな仕事をしていても「ありがとう」の言葉は嬉しいものですが、介護現場での「ありがとう」は重みが違う気がします。  

比嘉：採用活動のお手伝いをし、故郷沖縄出身の大学の後輩をこの 4 月に迎える事が出来ること、実は今からﾜｸﾜｸしてます。 

宮崎：さて、皆さんにとって介護職としてのやりがいってなにかしら？  

大谷：ご入居者の生活を援助・支えるのは勿論ですが、様々な人やモノを支えている。ご家族を支えている、福祉の観点からすると地域社会を支えている、と感じます。 

S.M.：同じｻｰﾋﾞｽに関わる仕事でも一期一会の接客業とは違い、相手を深く知り継続しなければならない、そういう意味では究極のｻｰﾋﾞｽ業と感じます。 

宮崎：高齢者の方と生活を共にすると「お世話･援助」はやっぱり目的でなく手段なんだなぁと感じる。人生の終末期をﾗﾝﾅｰとなり並走している…、そんなｲﾒｰｼﾞかな？  

胡：最後にこれから就職活動をする皆さんに一言  

E.I.：ｺﾛﾅ禍で、就職活動自体の制限や方法も変化をしてきているが、やはり自分の眼で働く場所を見て確かめた方が良いと思う。“百聞は一見にしかず”です。  

比嘉：様々な業種・職種を見た方が良い、沢山の人と話が出来る、社会を知る、就活って自分を見つめなおすﾁｬﾝｽです。そんな中で介護の業界を見ることは、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になるので、就活や、社会人になっても必ずﾌﾟﾗｽになると思う。そういうわけで是非当社の会社説明会に（笑） 

胡・宮崎：みなさん、今日はどうも有難うございした。久しぶりに皆さんとお話が出来ました、話をするとお互いに随分と成長したなぁと感じる事ができました。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いますね。 

 

 

 

 

株式会社アイ･ディ･エス 
2023 年 3 月卒 

会社説明会 

 
 

 

☎044-455-6117 

E.I.さん 2016 年入

社、ﾌｪﾘｽ女子学院

大学卒。総合職１期

生。昨年見事に国家

資格、介護福祉士の

試験に合格 ! 

 
S.M.さん 2020 年入

社、沖縄ｷﾘｽﾄ教短

期大学卒。沖縄県

出身、短大卒 2 年

目なので今回のﾒﾝ

ﾊ ﾞ ｰでは一番の若

手 

大谷優翔さん 2021年

入社、地元川崎市の

田園調布学園大学

卒。入社 1 年ﾆｭｰﾌｪｲ

ｽ。福祉系学部卒で

社会福祉士を目指す 

 

(左)宮崎知佳子さ

ん、聖心女子大学卒

(右)胡 灝 (こ こ

う)さん、明治学院大

学卒。2017 年入社の

同期、この二人は本

社業務管理部所属 

 

学生から社会人になると、やはり自

由になる時間は制限されてくる。全員

に共通の課題はお金よりも時間。 

「7 時間勤務、17 時終業後の時間を

如何に上手に使うかが鍵」と言うの

が先輩総合職からのｱﾄﾞｳﾞｧｲｽ。 

逆に就活生の皆さんには「学生時代

の“今”を大切にしてほしい」 

 

 



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 1，040<無資格>～1，190円<介護福祉士>  
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②とも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 

2022 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→ 

        

 

 

 

 

 

 

横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」より 

元旦はお節とカルタでスタート 
 

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 

シアター「ほりうち」オープン！ 
 

 

 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 207 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 

  

    
              

 

 

「わあ～美味しそう！」「綺麗ねえ。」「ホント、食べるのが勿体ないわ

あ。」「これ本当に食べていいの？」晴れやかな声と共に 2022年元旦、

横浜市中区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手」のお節料理の昼食会。海の

幸、山の幸、地の恵。彩色健美なお節に入居者様全員ﾜｰﾜｰｷｬｰｷｬｰと満面

の笑顔で大満足。「毎日がお正月だったら良いのにねえ。」と、いつも以

上にお喋りと箸が進みます。「一昨年からの何処にも出かけられない

鬱々とした暗いﾑｰﾄﾞを吹き飛ばすお正月を！！」というｽﾀｯﾌ全員の願

いが詰まったお節御膳・・入居者様の喜ばしい笑顔を見ていると「これ

にしてよかった。」とｽﾀｯﾌも一緒になってお品書きの感想を喧しく言い

合って楽しく陽気な年明けとなりました。食事の後は勿論、お正月なら

ではのﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ。盛大に＜かるた大会＞を実施。入居者様方に 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ

に分かれて頂き、【沢山枚数を取った方が勝者！】というﾙｰﾙの元、晴れ

がましく読み上げるは当園の江藤管理者。「犬も歩けば～棒に当たる

～。」・・皆様普段のおしとやかな姿はどこへやら、「ｴｲ！」とばかりに

かるたの札を取りに叩きます。真剣勝負そのもので、段々と声もﾋｰﾄｱｯ

ﾌﾟ。どこにそんな力がと思うぐらいの札の叩きっぷり。華麗なる白熱戦

を繰り広げられました。懐かしき若き日を思い出されたのか、かるたを

凝視する瞳は冬の夜空にｷﾗｷﾗ輝くお星さまの様に眩いばかり。手も速

いが、口も出る出る。時には目の前の札に気付かない方に「ほら、そこ

そこ！」と教え合ったりして戦いの中にも和気藹々のﾑｰﾄﾞも有り、助け

合うﾁｰﾑﾜｰｸの良さがそこかしこに観られて 2022年のお正月、ﾊﾞﾅﾅ園横

浜山手のﾘﾋﾞﾝｸﾞﾌﾛｱは入居者様方の嬌声と歓喜の笑顔に包まれました。

今年一年、いいえ、これからもずっと入居者様皆様が、仲良くお健やか

にﾊﾞﾅﾅ園横浜山手で笑顔いっぱいの生活を営まれるようにとｽﾀｯﾌ一同

願いを新たにした元旦となりました。 

「かるた」は明治時代

にはお正月の遊びと

してしっかり定着し

ていたようです。ｺﾛﾅ

禍で迎えたお正月も

「かるた」のお蔭で笑

顔のｽﾀｰﾄが切れまし

た！ 

ともするとﾏﾝﾈﾘ化しがちな高齢者介護施設での生活に如何に非日常を演

出するかはｽﾀｯﾌにとっては永遠のﾃｰﾏになります。通常であればｲｳﾞｪﾝﾄや

交流会、四季おりおりの行事や外出を伴うﾚｸﾘｰｼｮﾝなどを計画しますが、

2 年以上も続くｺﾛﾅ禍の中、外出は勿論、外部の方を招き入れることも出

来ず施設で楽しむﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｲｳﾞｪﾝﾄの企画は日本中の老人ﾎｰﾑのｽﾀｯﾌに

とって頭の痛い仕事になっているのではないでしょうか？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」でも事情は同様で、ご入居者様が行う

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝも室内で行う限られたものにならざるを得ません、ある程度のﾛ

ｰﾃｰｼｮﾝを組んで行っているとはいえ続けていると飽きというものが出て

きます。ある日、入居者の A 様がﾃﾚﾋﾞを観ていると画面に映った女優さ

んを見て「ｵｰﾄﾞﾘｰ･ﾍﾌﾟﾊﾞｰﾝ！美人だね～。ﾛｰﾏの休日懐かしいなぁ」と仰

られました。ところで皆さん、認知症の方へのｱﾌﾟﾛｰﾁのひとつ「回想法」

をご存じですか？昔の懐かしい写真や音楽、映像を観たり、触れ、経験や

思い出を語り合う一種の心理療法です。ｽﾀｯﾌ I さんの発案で早速「回想

法」の実施！なつかしの映画を揃えている動画配信ｻｰﾋﾞｽで映画鑑賞会を

行う事になりました。入居者様が 20 代から 30 代くらいの時代は映画の

全盛期でしたので、入居者の方には誰にでも思い出の作品があるもので

す。まずは A様のﾘｸｴｽﾄの「ﾛｰﾏの休日」の上映会です。映画が始まると「ｵ

ｰﾄﾞﾘｰ･ﾍﾌﾟﾊﾞｰﾝだよ!」女性からは「ｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾍﾟｯｸいいｵﾄｺだねぇ」別の方

からは「ﾄﾚｳﾞｨの泉だよ」等々施設の若いｽﾀｯﾌが聞いたことのない名前や

地名が出てきます、そして最後には皆で拍手！名画を見て強い感情を覚

えることは、心身にとても良い影響を及ぼすと言います。また優れたｺﾒﾃﾞ

ｨ等の娯楽作品を見て大笑いすることはｽﾄﾚｽも発散できるうえに、ﾘﾗｯｸｽ

して免疫力が高まるので、病気をよせつけずにいつまでも長寿を保つこ

とができるとも言われます。映画はとても手軽に楽しめる娯楽です、しば

らくは「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」のﾘﾋﾞﾝｸﾞﾙｰﾑは名画座になりそうです。 
 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

回想法とは、認知症のリハビリテーションに用いられる手法の一つで会話しながらその方の人

生を振り返ったり、写真や映像を見て過去を思い起こすことで、気持ちの安定やコミュニケー

ションの活性化に繋げます。 

 

 

 

 

 

 

「ﾛｰﾏの休日」は

1953 年製作のア

メリカ映画。 主

演はｸﾞﾚｺﾞﾘｰ･ﾍﾟｯ

ｸとｵｰﾄﾞﾘｰﾍﾌﾟﾊﾞｰ

ﾝ｡  


