
十世 三宅藤九郎さんからのご挨拶 
狂言和泉流の十世三宅藤九郎です。全国でも初の試み、

認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑでの狂言教室も 10年目を迎えます。

ご参加の皆様、ｽﾀｯﾌの皆様に感謝申し上げます！「笑い

の芸術」狂言が描く日本人の心の強さ・明るさ・美しさ。心

まで笑顔になるｴｯｾﾝｽを、皆様との楽しいお稽古の中で

お伝えできるよう、１回１回を大切に勤めて参ります。バナ

ナ園でお会いしましょう。    

＜ｵﾌｨｼｬﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.tokuro.com/＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019 年 6 月号 

ホームページにも情報満載！ 

 

バナナ園  
 

 

㈱ ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 
 

June 
 

～和泉流女性狂言師十世三宅藤九郎さんをむかえ～ 

狂言教室受講参加者募集!! 
  「バナナ園武蔵小杉」「川崎能楽堂」にて開催!! 

 

 
★7つ目のバナナ園★ 

無料! 

 

 
＜2019 年 狂言教室募集要項＞ 

■内容：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 7 月

より毎月、全 8回のお稽古で仕上げていただきます。尚、今回は狂言教室 10年

を記念し、第 3 回<9/27>は首都圏屈指の本格的能楽堂「川崎能楽堂」<川崎

駅前>にて開催。和泉流の狂言を楽しんでいただくとともに参加者の皆様に能

楽堂の舞台でお稽古をいたします! 

■場所＜会場＞：バナナ園武蔵小杉＜グループホーム＞ 

川崎能楽堂<第 3回：9月 27 日開催のみ> 
川崎市中原区苅宿8-54＜武蔵小杉駅新南口徒歩 14分/JR平間駅より徒歩 5分/東急

元住吉駅より徒歩 16 分＞ ☎044-911-1599 

■スケジュール：時間は全て 14：00～＜約 1 時間＞ 
第 1 回 7 月 26 日（金）   第 5 回 11 月 22 日（金） 

第 2 回 8 月 30 日（金）   第 6 回 12 月 20 日（金） 

第 3 回 9 月 27 日（金）※ 第 7 回 1 月 31 日（金） 

第 4 回 10 月 25 日（金）   第 8 回 2 月 28 日（金） 

受講料：無料 募集人員：10 人  

★多数の場合は抽選とさせていただきます★ 

申し込みは下記の申込用紙で FAX もしくはメールで 

FAX：044-455-6110 

メール：r_yanagi@bananaen.com 
 

 

 

 
 

■ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの狂言教室 
2010 年より高齢者介護施設（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ）にて、日本でもﾄｯﾌﾟｸﾗｽのﾌﾟﾛ女性狂言

師、和泉流の十世三宅藤九郎さんをお迎えし無料で狂言教室を実施＜ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑで

の狂言教室は日本でここだけ？＞市民の皆様に狂言を学んでいただいています。本

年は第 10 期として 7 月より 2 月まで川崎市中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」

で開催いたします。狂言は「笑い」を題材とした伝統芸能で、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。大きな声を出し、正し

い姿勢をとり、深い呼吸をすることにより、健康にも良いと言われ、ｽﾄﾚｽ解消や心

の平穏を図ってくれます。「伝統芸能にふれてみたい」「大きな声を出し、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。 

「2019狂言教室」参加申込書  

＜FAX 044-455-6110＞ 

 

ご氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

 

生年月日（ S H  年  月  日） 

連絡先 ご住所（ご自宅） 

〒 

 

TEL             FAX: 

携帯電話番号：           ﾒﾙｱﾄﾞ： 

職業： 会社員  主婦  学生  介護関係従業者  無職   その他（          ） 

十世 三宅藤九郎さんミニ・プロフィール 
実父で師匠は和泉元秀（和泉流十九世宗家）、祖父は九世三宅藤九郎<ともに人間

国宝：故人>。弟は和泉元彌さん(二十世宗家)、姉は和泉淳子さん(史上初の女性

狂言師)国内外での公演に加え、近年はｱﾒﾘｶ･ﾉｰｽﾀﾞｺﾀ州立大学客員ｱｰﾃｨｽﾄと

して狂言指導（2012年）、内閣府の対米広報特使として 9州 14 都市を訪問

(2014,2016,2019 年)し、日本の伝統芸能を広く海外に紹介する活動とともに、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。 

 

 

 
＜左＞お稽古の模様、ｾﾘﾌも動きも師匠を真似ることで覚えます＜ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ＞。狂言の

稽古方法は「口伝＜くでん＞」と言い、正式には教則本等を用いず、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。 

＜右＞和泉流二十世宗家＜和泉元彌さん＞もｻﾌﾟﾗｲｽﾞで登場!!＜ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉＞ 

 

 

  
川崎能楽堂：狂言教室 10 年を記念し 9 月 27 日のお稽古は川崎能楽堂で行ないます、能楽

堂の舞台に立てる貴重なﾁｬﾝｽです。能･狂言鑑賞の首都圏屈指の本格的な能楽堂です。5.5m

四方の能舞台を、三方から 148席が囲みます。川崎区日新町、川崎市文化財団運営。 

 

メールはこちらで 
 

 

 

お問い合わせ 
☎ 044-911-1599 

 

 

 
狂言「水掛聟（みずかけむこ）」の舞台、東京渋谷のｾﾙﾘｱﾝﾀﾜｰ能楽堂にて。左が今回の狂言

教室の講師十世三宅藤九郎さん、右が狂言和泉流二十世宗家の和泉元彌さん。 

 

 

 

http://www.tokuro.com/


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     

 

 

 

 

～幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 バナナ園」より～ 

継続はﾁｶﾗ～14 年目を迎えた音楽療法

～ 
 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 174 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/ 

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、2019年 5月 1日、改元

のお祝いをしました。朝、入居者様たちがﾘﾋﾞﾝｸﾞに集まると『祝 新元号』

『平成→令和』と大きく書かれたｽﾀｯﾌ手作りのﾎﾟｽﾀｰがお出迎え、「これはな

に？」「あら今日からだったかしら？」朝からおしゃべりが弾みます。朝の

ご挨拶では、毎朝の日付当てｸｲｽﾞに加えて元号当てｸｲｽﾞを実施「今日からｶ

ﾚﾝﾀﾞｰの中のあるものが変わります、さて、なんでしょう？」「元号！」「で

はその元号は！？」「平成！」「……それは、○×さんが産まれた元号ですね

ぇ、ひとつ前の元号ですよ。」「あれまぁ……ｶﾚﾝﾀﾞｰにも書いてないよ？」み

なさんで相談して頂き、ﾊｯと思い出した入居者様が「れいわ、令和だ！」と

大きな声で教えて下さいました。他のご入居者様もすっきりしたように「そ

うだ、令和だったね」と思わず相槌。ﾆｺﾆｺとｸｲｽﾞとおしゃべりを楽しまれて

います。この日はﾃﾚﾋﾞは朝から「改元特番」ばかり、興味深い番組ばかりで

この日ばかりは皆様ﾃﾚﾋﾞに釘付けです、そんな番組を観ながら「昭和」や「平

成」の思い出話、その時代を生き抜いてこられた入居者様だからこそのお話

に花が咲きます。それぞれの時代の天皇陛下や第二次世界大戦、戦中戦後の

混乱期のお話から高度成長期時代、ｵｲﾙｼｮｯｸの時の家事の話から、更にﾊﾞﾌﾞ

ﾙの時のﾃﾞｨｽｺのお話まで……先輩ｽﾀｯﾌは「そんなこともあったね。」と、若

手ｽﾀｯﾌは「そんな時代があったんですね？」とｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｷﾞｬｯﾌﾟも感じなが

ら、普段は滅多に聞くことが出来ない興味深い話を聴くことが出来ました。

おやつの時間には、ささやかながら、新しい時代と「令和」の時代も入居者

様が仲良く元気に長生き出来ることを願ってｹｰｷをいただきました。この日

は新たな時代を迎えお正月のような一日になりました、一日中思い出話に花

を咲かせお疲れになったのか皆様いつもより少し早めにお休み頂きました。

それぞれのお部屋でゆっくりお休み頂けているか、確認させていただきにお

じゃますると 1 人の入居者様が微笑んでお話されました「昼も夜もあなたが

いるから安心できるわ、おやすみなさい。あなたもちゃんと寝てね。」と。

改元しても、ご入居様と過ごさせて頂く毎日は変わらず穏やかで賑やかで楽

しいです。川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園では、そんな毎日を提供させて頂いています。遊

びに来てご一緒にお話したり、お茶しませんか？見学等いつでもお待ちして

おります。 

「今日は何の日ですか～誰かの誕生日?おめでたい日!?」「こどもの日!!」「そう

です、今日は子供の日ですね。皆様はどんな風に子供の日を過ごしていました

か?」ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ真ん中の、子供の日。川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」

に楽しげな会話とともに音楽が鳴り響きます。毎月第一日曜日に開催される「音

楽療法」がこの日も賑やかに始まりました。日本音楽療法学会認定音楽療法士

の高橋沙(さち)さんを講師としてお迎えして約 1時間のｾｯｼｮﾝ、皆で楽しく過ご

す時間です。音楽療法とは･･･、例えば音楽を聴いてﾘﾗｯｸｽしたり、思わず体が

動いてしまったり、懐かしい記憶がよみがえったり、涙がこぼれたり･･･、身近

な存在である音や音楽が持つ様々な要素を目的に応じて織り交ぜながら、参加

者の状態に合わせ、音楽を使った身体活動、歌唱活動、楽器活動などを中心に

参加者との対話を心がけながら心身の機能の維持や回復、活性化を図ってくｱｸ

ﾃｨﾋﾞｨﾃｨです。この施設ではなんと 2005 年から高橋先生の「音楽療法」取り入

れ、季節に合わせて懐かしい歌を歌ったり、楽器を演奏したり、声を出しなが

ら大きく体を動かし体操をしたり。利用者様だけでなくｽﾀｯﾌも参加しながら続

けてきました。このｲｳﾞｪﾝﾄを毎月楽しみにされている方もたくさんおり「この

次はいつやるの？」「今日は音楽の日だっけ？」と尋ねに来られます。「さあ今

日も歌うぞ～」一人一人ﾏﾗｶｽや様々なﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ、ｷﾗｷﾗの音が鳴るﾂﾘｰﾁｬｲﾑを担当

し、高橋先生のﾋﾟｱﾉに合わせて楽しく歌います。ｱｸﾃｨｳﾞｨﾃｨが始まると皆さまと

ても表情豊になり素敵な笑顔で輝いてきます。一番人気の楽器はﾂﾘｰﾁｬｲﾑ！ｷﾗｷ

ﾗ～と節目ごとに鳴り響きます。ｽﾀｯﾌだって負けてませんよ得意なｷﾞﾀｰ演奏でﾋﾟ

ｱﾉにあわせ素敵なﾊｰﾓﾆｰを奏でます。今日は昨年入居された方が最初はいつも目

を閉じている事が多かったのに、目をぱちぱちさせ口を大きく開けてとてもﾁｬ

ｰﾐﾝｸﾞな表情でﾏﾗｶｽを振り歌われていたのが印象的でした。皆で一緒にｺﾐｭﾆｹｰｼ

ｮﾝをとりながら、懐かしの歌に涙したり、昔話を思い出し思わずｸｽｯと笑ってし

まったりとあっという間に楽しい時間は過ぎてしまいます。来月も楽しく参加

できます様に明日から歌のﾚｯｽﾝ頑張りましょう！と皆様、まだまだやる気です。 

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 

  

    

              
 

 

 

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 

★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：202,000 円～<夜勤 5日含む> 

②  時給 1020<無資格>～1170 円<介護福祉士>処遇改善加算交付金含 
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞ 

★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 

2020 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→ 

        

 

 

 

～川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師バナナ園」より～ 

施設で迎える令和の時代 

 
 

 

←ｾｯｼｮﾝに使用され

る様々な楽器、中央

に並ぶ「ﾄｰﾝﾁｬｲﾑ」

の他にお馴染みの

「ﾏﾗｶｽ」「ｽｽﾞ」。「ｶ

ﾊﾞｻ」「ﾂﾘｰﾁｬｲﾑ」「ｼﾞ

ｬﾝﾍﾞ」等の珍しい楽

器も使用されます。 

 

 

 

 

この方のﾏﾗｶｽ

相当な年季、

ﾘｽﾞﾑ感はｶﾗｵｹ

で鍛えたそう

です!! 
 

 

3人が「大正」

生まれ、皆さ

んが激動の

「昭和」⇒

「平成」⇒

「令和」を生

き抜いてき

ました! 


