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ホームページにも情報満載！ 検 索  バナナ園  
バナナ園グループ PRESENTS 

「狂言教室」受講参加者募集!! 
～女性狂言師十世三宅藤九郎さんをむかえ～ 

 

十世 三宅藤九郎さんからのご挨拶 

皆様ご無沙汰しております、十世三宅藤九郎です。昨年末、この「BANANA NEWS」のｲﾝﾀﾋﾞｭｰで「今後は高齢者施設や老人ｸﾗﾌﾞ

等でもﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽしたいって思っています。」とお話を致しました。今回はﾊﾞﾅﾅ園の皆様のご好意により、このようなﾁｬﾝｽを頂き、

本当に感謝しています。「一つの夢が叶った」という思いです。幼い頃から、今日の舞台は昨日にも明日にも無い、だからいつも

そのときの「100%を尽くすように」と師匠から教わってきました。今回の「狂言教室」も全く同じ、施設の方々や皆様との素敵

な出会いを、1回 1回大切に、狂言の魅力を伝えるために一生懸命に取り組みたいと思っています。                          

＜十世 三宅藤九郎さんのホームページ：http://www.tokuro.com/＞ 

無料 

 

高齢者介護のﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは 

「狂言教室」の参加者を募集いたします 

「狂言」と言うと、伝統芸能と言う事もありちょっと敷居が高いという気がしま

すが、実は古くから伝わる「笑い」を題材とした芸能です。狂言は演ずる人も、

見る人にとっても「心身ともに健康な笑い」をもたらしてくれます。実際、狂言

は大きい声を出すために正しい姿勢をとり、深い呼吸をすることにより、大変健

康にいいと言われ、更にストレス解消や心の平穏を図ってくれ、巷ではちょっと

した「狂言」ブームが起こっています。今回はバナナ園グループの認知症高齢者

介護施設「バナナ園生田の杜」を会場とし、高齢者の皆さんとともに、日本でも

トップ・クラスの女性狂言師、和泉流の十世三宅藤九郎さんを講師に迎え、「狂

言教室」を開催いたします。「伝統芸能にふれてみたい」「大きな声を出してスト

レスを発散したい」･･･、そんな市民の皆様の参加をお待ちしています。 

場所：バナナ園生田の杜＜認知症高齢者介護施設＞ 

   川崎市宮前区菅生 2丁目20-3＜バス：聖ﾏﾘｱﾝﾅｸﾞﾗﾝﾄﾞ前徒歩 2分＞ 

スケジュール：時間は全て 14：00～＜約 1時間＞ 

第 1回 8 月 27 日 （金）   第 5回 12 月 10 日（金） 

第 2回 9 月 17 日 （金）   第 6回 平成 23年 1月 28 日 （金）予定 

第 3回 10 月 29 日（金）   第 7回 平成 23年 2月 25 日 （金）予定 

第 4回 11 月 26 日（金）   第 8回 平成 23年 3月 25 日 （金）予定 

受講料：無料 

お問い合わせ：バナナ園グループ本部：電話：044-433-4651 

申込書はホームページからもダウンロードできます。 

http://www.bananaen.com/ ＜「講習会情報」をご覧ください＞ 

★応募者多数の場合は抽選とさせていただきます★ 

 

講師十世三宅藤九郎さんプロフィール  

弟は和泉元彌さん(和泉流二十世宗家)、姉は和泉淳子さん(史上初

の女性狂言師)実父で師匠は和泉元秀（十九世宗家）、祖父は九世三

宅藤九郎＜ともに人間国宝：故人＞。国内外での公演に加え、近年

は狂言を通じて小中学生の「こころを楽しく育てる」活動に取り組

んでいる。 

1972 年   和泉流 19世宗家の次女として生まれる。  

1976 年 「靱猿」の小猿役で初舞台。和泉流 19世宗家和泉 

元秀を師匠に狂言の修行に励む。  

1987 年  九世三宅藤九郎の指名により十世三宅藤九郎名跡継承。  

1990 年  十世三宅藤九郎襲名。襲名記念公演を国立能楽堂で 

行う。姉・史上初女性狂言師和泉淳子とともに文部 

大臣より感謝状を受ける。 

1997 年  十世三宅藤九郎狂言教室を千葉と東京に開設。千葉 

市内の小学校で特設狂言クラブを実施、狂言の普及とと

もに小中学生の「こころの教育」につとめる。 

2001 年  世界水泳選手権大会開会式での狂言オペラ「夏の 

夜の夢」に出演。 

2003 年   文化庁委嘱事業「千葉市狂言子ども教室」の指導・監修

を行なう。 

2007 年  石川県においても文化庁委嘱事業「七尾市子ども狂言教室」   

指導・監修を行う。  

2010 年   都内小中学校で「狂言」授業を実施。狂言教室は赤坂・恵比

寿・千葉・七尾・金沢に。 
  

 
今回の「狂言教室」では主に 

① 狂言の基本的な立ち居・所作

礼儀作法 

② 正しい姿勢と発声方法。 

③ そして、最終的には実際の舞台

で上演される「狂言小謡（きょ

うげんこうたい）」１曲を 8 回の

ﾚｯｽﾝで仕上ていただきます。 

※ 狂言の稽古方法は「口伝＜くで

ん＞」と言い、正式には教則本等は

用いず、全て師匠から弟子に、口か

ら口に伝えられています。今回はま

さに、またとないﾁｬﾝｽになります。 

 



 
 
 
 

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 

は各施設もしくは総合案内 

☎044－433-4651 
までご連絡下さい 

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 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園」☎ 044-588-0645 

●グループホーム「第二ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-587-1773 

●高齢者ｹｱ付住宅「IDS ﾊﾞﾅﾅ園」☎044-580-3210 

●ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家」☎044-722-5361 

●グループホーム「のんびりーす」☎044-797-3314 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」☎044-911-1599 

●グループホーム「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」☎044-789-5691、5692 

●ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊﾞﾅﾅ園☎044-588-0890 

●あいｹｱｻｰﾋﾞｽ☎044-433-4651 

●すこやかｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ☎044-411-3120 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 65 号   編集：社会福祉法人 ばなな会 
川崎市中原区上丸子八幡町 816  ☎044-433-4651 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

登録ﾍﾙﾊﾟｰ/非常勤ｽﾀｯﾌ募集中!! 
★あいｹｱｻｰﾋﾞｽ/ＩＤＳﾊﾞﾅﾅ園★ 

★宮前区新規ｵｰﾌﾟﾝ施設「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」

★ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは只今スタッフ募集中です★ 
◆資格無くても可能職種あり◆ 

●募集内容 ①非常勤登録ﾍﾙﾊﾟｰ＜ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級以上必要＞ 

      ②非常勤ｽﾀｯﾌ＜週 2日以上勤務可能な方＞ 

●給与：  ①時給 1150 円＜生活＞～1750円＜身体＞ 

      ②時給 850～1000 円＜資格・経験考慮＞ 

●勤務時間 ①都合の付く時間で OK② 9：00～17：00 

●休日：  ①②シフト制による  

●勤務地：中原区上丸子八幡町/幸区南加瀬・小倉 

★上記宮前区オープン新施設スタッフについては 

 下記担当までお問い合わせください。 

●問合せ：社会福祉法人 ばなな会 採用担当  

☎044-433-4651  

緊急人材育成・就職支援事業 

介護総合サービス科 受講生募集 
10 月 5 日（火）～12 月 20 日（月） 

◆ 対象／受講要件：高齢者介護施設、並びに高齢者居宅施設にお

ける、ﾍﾙﾊﾟｰの職務、もしくは衛生管理（日常清掃等）の職務に

て、就職を目指す方 

◆取得資格：ﾍﾙﾊﾟｰ 2 級 ならびにｸﾘｰﾝｸﾙｰ環境衛生科（修了証） 

◆定員：20名 

◆受講料：無料 ※自己負担額：教材ﾃｷｽﾄ代／企業実習先への往復

交通費 

※緊急人材育成・就職支援事業として、国から「生活支援金」の補

助（該当者）あり。 

◆訓練期間：平成 22年 10 月 5 日（火）～12月 20日（月）  

※訓練日数：52 日間 

◆訓練時間：9:00～16:30（月～金） 

◆訓練手法：座学＋企業実習＋就職支援 

◆募集期間：平成 22年 8 月 16 日（月）～9月 3日（金） 

◆面接日 ：平成 22年 9 月 7日（火）10 時～WAC武蔵小杉校にて 

◆実施機関：公益社団法人長寿社会文化協会（無料職業紹介事業許

可：13‐ﾑ‐300022） 

◆実施施設：WAC（ﾜｯｸ）武蔵小杉校  （新丸子徒歩４分） 

  〒211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町 816 IBS ﾋﾞﾙ 3 階 

◆申込方法：最寄りのﾊﾛｰﾜｰｸにて受付け後、問合せ先へご連絡下さ

い。選考などについてご案内いたします。 

◆問合せ先：公益社団法人 長寿社会文化協会 

 介護総合サービス科担当：03-5405-1501 

会会場場ととななるる IIBBSS ﾋﾋﾞ゙ﾙﾙ＜＜東東急急東東横横・・目目黒黒線線新新丸丸子子駅駅  

徒徒歩歩 44 分分//JJRR・・東東急急武武蔵蔵小小杉杉駅駅徒徒歩歩 1100 分分＞＞  

 

 

 

 

過去の講習の模様。

多くの皆さんがこの

講習で学んでいかれ

ました。 

★あなたの就業をサポートします★ 

★生活支援金も対象者には国から支給されます★ 

★無料でどなたでもﾍﾙﾊﾟｰ 2 級の資格が取得できます★ 
この度、国の緊急人材育成・就職支援事業の一環として、公益社

団法人長寿社会文化協会と NPO 法人クリーンが共同して、介護総

合サービス科の訓練を実施します。 

この訓練の特徴は、年齢問わずどなたでも受講ができ、３ヶ月の短期

間で、就労に結びつく勉強ができます。尚、訓練の最後には、就労支

援・相談会も開催します。 

是非この機会にお申し込み下さい。 


