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～中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」より～

子供職業体験「バナナ園フレンドキッズ」開催!!

August

WEST

7 月 22 日、川崎市中原区のグループホーム「バナナ園武蔵小杉」で夏の大型イベント「バナナ園フレ

ンドキッズ＜子供職業体験＞」が開催されました。この催しは、高齢者の介護に関わる人たちのお仕

事を子供たちに体験してもらうためのイベントです。グループホームで介護や医療＜「看護師」「薬剤

師」＞の仕事に触れてもらい、働く楽しさを感じたり、入居されている高齢者の方と少しでも触れ合

ったり、施設での生活に理解を深めて頂ければと企画されました。この日、会場はたくさんの子供た

ちで溢れかえり「介護士」「看護師」「薬剤師」「排泄介助」「水分補給」「介護ベッド」の6 つの体験コ

ーナーに分かれて行われ、各体験コーナーからは楽しそうに学ぶ声が聞こえました。介護士体験では、

自走型、ディルド型(ベッドのように体を寝かせて乗れるもの)、電動型の 3 種類の車イスと歩行器な

どに乗ったり、操作して体験をしてもらいました。電動型が一番の人気でした。看護師体験では、実

際の白衣を着て、看護師さんと「バイタルチェック」と呼ばれる血圧測定、血中酸素濃度測定、脈拍

測定、体温測定の体験をしてもらいました。病院ではなかなか聞けない質問をしたり、初めて触る機

械にドキドキした様子で体験をしていました。女の子には白衣を着ての写真撮影が大好評！薬剤師体

験では、ジュースやラムネをお薬に見立てて、薬剤師さんと薬包を作る体験を、ラムネ(錠剤の代用)

をすり鉢で粉薬にしたり、ジュース(シロップ剤の代用)を計量したりして真剣に取り組んでいました。

自分で作った薬は薬袋に入れて記念にお持ち帰りいただきました。

流しそうめんﾊﾟｰﾃｨｰ開催 新鮮！朝どれ野菜直売所
バナナ園武蔵小杉では 7月 23日

から 3 日間、入居者様のご家族

の畑で取れた野菜を施設正面玄

関で販売。大きな声で「とれた

てですよー」「(実際に食べなが

ら)おいしいよー」「100 円です

ー」と入居様に店番や売り子さ

んをしていただきました。おか

げさまで午前中には野菜は完

売！売り終わったあとは、「楽し

かったよ！」「いつでも手伝う

よ！」と素敵な笑顔を見せて下

さいました。

7月1日バナナ園武蔵小杉では入

居者様のご家族が用意してくだ

さった本物の竹を利用し「流し

そうめんパーティー」を地域の

方々と共に開催！100 名以上の

参加がありました。用意した 15

キロ以上のそうめんはあっとい

う間に完食！スライダーにはプ

チトマトやキュウリも流れ、参

加者もビックリ！子供たちがそ

うめんやトマトを一生懸命につ

かむ姿を入居者様が「頑張って

ー！」と大きな声で応援、楽し

く賑やかな会になりました。

排泄介助体験では、デリケートな部分の介護として、現場で使われているリハビリ

パンツや排泄用吸収パッドを触っていただいたり、専門的な話を聞いたりする体験

をしてもらいました。「へぇ、ほぉ」と子供たちや保護者の方も驚きの声が聞こえて

いました。水分補給体験では、暑い時期に注意が必要な脱水症状について説明を受

けながら、テレビ CMでもおなじみのOS-1（大塚製薬工場：経口補水液）の試飲体験

をしてもらいました。脱水症状のポイントや対処法等、すぐに使える知識やアドバ

イスを真剣に聴き入っていました。介護ベッド体験では、実際に使っているタイプ

の介護ベッド(電動で頭や足、高さを調整できるもの)を操作したり、寝ていただく

体験をしてもらいました。静かにゆっくり動くので、不思議な乗り物みたいと興味

津々、普段高齢者の方がどうやって使うのか聞いて、感心された様子でした。全部

の体験コーナーを周り終えたあとは、受付で修了証と撮影した写真を記念にプレゼ

ント、キッズ達の嬉しそうな笑顔が入居者様やスタッフに最高のプレゼントになり

ました。

看護師さんと一緒

にお母さんの血圧

を測ります。

保護者様向けに「認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養

成講座」も開催、受講者にはｵﾚﾝｼﾞ

ﾘﾝｸﾞ(ｻﾎﾟｰﾀｰの証)が!!どんどん吸い込む紙ｵﾑﾂの吸水力にみんなﾋﾞｯｸﾘ!こ

れなら安心だ!!

白衣を着ると気分はすっかり薬剤師!!すり鉢で粉末にし

薬包作りを学びました。今日の体験で薬学部に進学を決

めました（笑）

「私にも出来るわ～」操作の基

礎を教わり早速車椅子を押し

てみました。乗ってる方もﾗｸﾁﾝ

ﾗｸﾁﾝ（笑）

ご存知「OS-1」、飲んでみて味が少し「薄く」美味しく感じる

場合は「脱水症状要注意」のｼｸﾞﾅﾙなのだそうです！→

ゆっくり動く介護ﾍﾞｯﾄﾞはﾗｸﾁﾝ !!不思議

な乗り物みたいだね!! ↓



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：193000 円～<夜勤 5 日含む>

②�時給 950 円～1100 円<介護福祉士>

夜勤 1 回 15,000 円～16000 円  
※ 別途処遇改善加算交付金あり

★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
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～宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より～

川崎大師風鈴市
～宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」より～

星★に願いを～ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの七夕

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

【ばなな会新丸子：在宅介護】       

●ばなな会ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新丸子  ☎044-712-5946

●ばなな会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ☎044-712-5945  

               ↑ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手

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

7 月 19 日川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ生田の杜」１F ﾕﾆｯﾄ入居者様全員で

「川崎大師風鈴市」に出かけました。企画から実行まで１週間足らず、片道

車で１時間とｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑの外出ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝとしてはかなり気合込めての遠出で

す。この日関東地方は梅雨明け宣言もあり、心配は暑さだけ、帽子やﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄ

ﾙなど準備を整え 1F ﾕﾆｯﾄを空っぽにして出発!! ﾏｲｸﾛﾊﾞｽの車中は遠足気分で

ﾜｲﾜｲと笑顔がいっぱい、出発前の心配も取り越し苦労になりそうです。風鈴

市初日ではあるものの車も少なく駐車場もお大師様の一番近くに停めること

ができ一安心。手を繋ぎ、車椅子も４台と団体行動。大師様の正面で記念撮

影、その後無病息災を祈り皆で線香に火をつけ煙をかぶる。ｽﾀｯﾌもお零れに

預かり皆が元気で過ごせますように！本殿に入り手を合わせ今日のこの日に

感謝・感謝！休憩をとっていると広場で大道芸が始まる。火のついたﾄｰﾁを使

ったｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞを４人のﾁｰﾑでやっている。ｼﾞｬｸﾞﾘﾝｸﾞの日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝも入って

周囲から歓声と大きな拍手。予定外の催しを楽しみ、お待ちかねの風鈴市へ。

暑さ対策のﾐｽﾄｼｬﾜｰを潜り 47都道府県の風鈴を見て聞いて楽しむ。「綺麗ね。」

「可愛いね。」「涼しげな音色ね。」の声がたくさん聞こえ、各々故郷の風鈴は

どこだろうとｷｮﾛｷｮﾛｳﾛｳﾛ。楽しいひと時を過ごしました。参道に出て久寿餅・

咳止め飴・だるま・お漬物屋などを眺めお土産を何にしようかと考えるが決

まらず、お腹も限界が近づきお蕎麦やさんへ。お店の方にお気遣いいただい

たり、他のお客さんに席を譲っていただいたりとお世話になりました。お蕎

麦や丼もの、天ぷらにおでんと何も残すことなく美味しくいただきました。

最後に記念にみんなでだるまのお箸に名前を入れてもらって帰ります、い

つまでも美味しくたくさん食べれますようにと。帰りの車中は疲れてお昼寝

になるかと思いきや、やはり元気にお喋りが止まりません。今夜は良い夢が

見られそうです。

夏の川崎大師の風物詩、恒例とな

るのが 22 回目を数える風鈴市、全

国 47 都道府県から集められた色

とりどりの様々な風鈴が川崎大師

に集結。その数と種類は約 900 種

類 30.000 個。それぞれの風鈴が地

域ごとに個性があって、伝統と文

化に触れることができ、涼しさを

誘う風鈴の鈴の音が境内いっぱい

に心地よく鳴り響きます

↑日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝのﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽも観

られてﾗｯｷｰ!

↓煙をかぶると清々しい気分

になります。

旧暦の 7月 7日ごろ琴座のﾍﾞｶﾞと呼ばれる裁縫の仕事の星｢織女星｣と、

鷲（わし）座のｱﾙﾀｲﾙといわれる農業の仕事の象徴の星｢牽牛星｣、この

二つの星が天の川を挟んで最も光り輝くことから2つの星がお互いを求

めているように見える事をもとに、この日を巡り合いの日として七夕の

ﾛﾏﾝﾃｨｯｸなお話が作られたと言われています。川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」でも童心に戻り、短冊にお願い事を書いて笹の葉に

つるし「ﾛﾏﾝﾃｨｯｸ」に七夕を迎えることにしました。主人公はやはり女

性入居者様です。皆さんでおしゃべりしながら、願い事をお考えになっ

ています。女性陣一番の若手Ｉ様｢私もう一回結婚したいの、いい人に

めぐりあいたいわ、って書くの｣と言い出すと、ﾌﾛｱｰのﾘｰﾀﾞｰ的存在の B

様から｢あら、あなたまた結婚したら 3回目じゃない｣と言われ「そうね

結婚する前にﾀﾞﾝﾅと離婚をしなくちゃね？」と大笑い。ﾌﾛｱｰ最年長 90

歳の O様は｢私、もう少し若返りたいわ!!｣、｢あら、おいくつくらいに？

半分くらい？｣｢あらあら 45歳じゃ盛も終わり、駄目よ、もっと若く｣そ

れを聞いた 40 代のｽﾀｯﾌは思わず苦笑い、短冊に願い事を記すよりおし

ゃべりに夢中です。他にも「飛行機に乗って宇宙旅行をしたい！」「×

×」etc. まさに「童心」にもどった願い事が揃い、作り終えた短冊を

笹に飾りました。日暮れを待って皆で笹飾りを持ち、施設の屋上にあが

り今度は「皆がいつまでも健やかでありますように!!」星に願いをかけ

て七夕の一日が終わりました。

い
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願いを込めた

短冊一枚一枚

を丁寧に飾っ

ていきましょ

う。きっと「い

いひとにあえ

ますように」

の願いも叶い

ます！

「ｽｷｰにいかれます

ように」「ひこうきに

のってほしにいかれ

ますように」

「げんきになりますように」「宇宙を旅し

たい/もう一度天の川を見たい」「天の川

お星様もう一度●さんにあいたい


