
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     

 

 

 

 

 

～宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「バナナ園生田の杜/泉」より～ 

焼肉♪ｹｰｷ♪充実のお誕生日会 
 

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/ 

川崎市多摩区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ」では、4 月 24日、恒例となっ

たお楽しみ食事会を開催しました。月に一度入居者様の要望にお応えした特

別ﾒﾆｭｰを手作するこのｲﾍﾞﾝﾄ、今回は 5 月 1 日の改元を前に「時代」を振り

返っての「懐かしのﾒﾆｭｰ」に決まりました。改元を前にﾃﾚﾋﾞでは連日「昭和」

や「平成」を振り返える特番ばかり、そんなﾃﾚﾋﾞを観ていて一人の入居者様

から「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝが食べたい!!」というご要望が。ｲﾀﾘｱ料理の「ﾄﾏﾄｿ

ｰｽのﾊﾟｽﾀ」や「ｱﾗﾋﾞｱｰﾀ」ではありません。「そうそう、昔、家族で行ったﾃﾞ

ﾊﾟｰﾄの食堂や街の喫茶店で食べたｹﾁｬｯﾌﾟで和えたｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ、ﾊﾟｽﾀじゃないの

よ(笑)」。今回のﾒﾆｭｰはそんな昭和を振り返り「昭和のｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」と

「ｸﾞﾘｰﾝｻﾗﾀﾞ」と「ﾃﾞｻﾞｰﾄ」に決まりました。ﾄﾏﾄ･ｹﾁｬｯﾌﾟのｿｰｽでﾊﾟｽﾀを和え、

炒めて作る「ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」は本場のｲﾀﾘｱにはありません、色々と調べてみると「ｽ

ﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」は戦後米軍が持ち込んだ「ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ」と日本の「洋食文

化」が出会い、大衆食となり敗戦から占領～戦後～昭和の庶民の胃袋を支え

た料理になったようです。「昭和のｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」本格ﾚｼﾋﾟによると「ﾊﾟ

ｽﾀは 1.6ｍｍ、前日に茹で、サラダ油をまぶし、冷蔵庫に入れて一晩寝かす

こと。」ﾚｼﾋﾟどおり前日までに食材を買い集め、「平成」生まれの夜勤ｼｪﾌが

下拵えをし、翌日「昭和生まれ」の「ｼｪﾌ」が味付け、仕上げることになり

ました。「ｹﾁｬｯﾌﾟﾍﾞｰｽのｿｰｽと茹で置きしたﾊﾟｽﾀは別々に炒め、最後にいっし

ょに炒めながら和えるのがｺﾂ。」張り切って作ったせいか予想以上の量が出

来上がりました。山盛りでお出しすると「そうそうこの味!!喫茶店で食べた

のと同じだよ!!」皆さん「昭和」の味はしっかり覚えていらっしゃいます「お

かわり頂だい!」どなたもお腹がはちきれるくらい召し上がられました。食

べながら昭和という時代に想いをはせ「昭和の思い出は？」とｽﾀｯﾌが問いか

けると「就職」「結婚」「出産」「長嶋の引退」そして悲しい思い出「戦争」。

昭和の歌謡曲も話題に上りました。皆、戦後の厳しい時代を乗り越えて来ら

れた方々です『何でも食べます』が皆さんの口癖ですが「昭和で一番美味し

かった食べ物は？」の答えは勿論「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」でした。 

 

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→ 

        

 

 

 

～多磨区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「バナナ園生田ﾋﾙｽﾞ」より～ 

懐かしき味「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」 
 川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ『ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜・泉』より——。平成から令和

へ改元も経て季節が巡り、この記事の執筆時期には連日 20℃以上の気温

が続いています。入居者様が体調を崩されないよう、ｽﾀｯﾌとしても居室の

温度管理や水分補給の声かけに力が入る日々。そんな中で、この春ｼｰｽﾞﾝ

にお誕生日を迎えられた方たちがいらっしゃいます。H 様(81歳)、I様(86

歳)、Y 様(89 歳)、A 様(81 歳)とそれぞれ年齢を重ねられましたが、同時

に本人様の若々しさに驚く瞬間でもあります。I 様いわく、若さの秘訣は

「よく笑うこと」。さて、皆様のお祝いのために、今回はより気合いを入

れて焼き肉ﾊﾟｰﾃｨｰを開催。長ﾃｰﾌﾞﾙのﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄを囲むように入居者様に集

合して頂き、その目の前で調理が進みます。たくさんのお肉にｳｲﾝﾅｰ、瑞々

しいお野菜もどんどん焼けていきます。ｷｬﾍﾞﾂ、茄子、もやし、玉葱、ｴﾉ

ｷ茸……。また、炊き立ての白ご飯とあさりの味噌汁もご用意。食欲を誘

う香りがﾌﾛｱを満たし、いつもの食席が豪勢なﾊﾟｰﾃｨｰ会場となりました。

好きな物を好きなようにﾌﾟﾚｰﾄに取り分け、周りの方と談笑しながら召し

上がる皆様。ﾀﾚの好みもそれぞれで、ﾊﾁﾐﾂ風の甘口が嬉しいと仰る方もい

れば、ﾋﾟﾘｯとしたにんにく味を堪能される方も。どなたのﾌﾟﾚｰﾄもすぐ空

になっていき、「お代わり」の声に追い付くよう、ｽﾀｯﾌの手が休まること

がありません。多くの食材を前に「昔から玉葱が大好き」「やっぱり肉に

はご飯」など、それぞれのこだわりをお聞きすることもできました。そう

して焼き肉を楽しまれ、まったり食休みの後は 3 時のおやつに誕生日ｹｰｷ。

年に一度、ご自分の名前が入ったﾁｮｺﾌﾟﾚｰﾄ、年の数だけのﾛｰｿｸを前にする

と、どなたも笑顔になります。それに加え、ともにｹｰｷを囲む入居者様同

士の存在こそが、かけがえのない誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄではないでしょうか。ﾛｰ

ｿｸの火を吹き消す笑顔に何度でも出会えるよう、皆様にはずっと健康でい

て頂きたいと願います。ｽﾀｯﾌ一同、ひとつひとつの場面の大切さをしっか

りと理解し、入居者様と触れ合っていきます！ 

 

 

 

 

 

↑歳を重ねても甘いも

のは勿論別腹です。肉に

野菜に魚介類、皆で気軽

にパクつける焼肉は栄

養満点で施設でも人気

のﾒﾆｭｰです。夏になった

ら屋上で BBQ大会も。 

 

 

 

味の決め手

はﾄﾏﾄ･ｹﾁｬｯ

ﾌﾟ!!本場ｲﾀﾘ

ｱでは絶対に

使いません。 

本場ｲﾀﾘｱではﾊﾟｽﾀとｿｰｽをﾌﾗｲﾊﾟﾝであえることは

あってもﾊﾟｽﾀを炒めることは無いそうです、そう

言う意味では「ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ･ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ」は「洋食」と、

言うより「日本料理」かも知れません。 


