
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 年 10 月号 

バナナ園  
 

検 索  
 

ホームページにも情報満載!! 
bananaen.com 

㈱ ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 
バナナ園 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

☝ 
044-455-6119 

 

 

 

 

ﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟでは 2010年より認知症高齢者介護施設(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ)にて、入居者

向けｱｸﾃｨｳﾞｨﾃｨとして、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

藤九郎さんを迎え「狂言教室」を実施＜介護施設での「狂言教室」は日本でこ

こだけ？＞。あわせて「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」そんな市民の皆様にも参加をしていただいています。本年は第

10 期として中原区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉」で「狂言教室」を開催中で

す。9 月 27日は 10年を迎えた「狂言教室」を記念し、川崎駅前にある本格的

な能舞台「川崎能楽堂」にて「狂言教室～十世三宅藤九郎が誘う狂言の世界」

と題し「拡大狂言教室」が開催されました＜主催：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 後援:川崎市

教育委員会＞。当日はﾊﾞﾅﾅ園ｸﾞﾙｰﾌﾟの各施設からのご入居者、ご家族約 100

人の他、一般の狂言教室参加者、市民招待者約 50 人をあわせ 150 人が参加、

普段施設で開催されるのとは違った賑やかな狂言教室となりました。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。この日は狂言に触れるのは初めてという参加者もおり、まずは講

師の十世三宅藤九郎さんより、ﾐﾆ狂言ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟからｽﾀｰﾄ、本物の能楽堂で舞台

の様式や約束事の説明がされました。そして狂言「盆山＜ぼんさん＞」を史上

初女性狂言師、和泉淳子さん＜藤九郎さんの実姉＞と二人で上演。盆山の影に

隠れた盗人＜藤九郎さん＞は、その家の主人＜淳子さん＞から、犬だ、猿だと

からかわれ、最後には鯛だと言われ、飛び跳ねながら逃げる。あらかじめ藤九

郎さんから「面白い、楽しい場面があったら遠慮せず大きな声で笑って下さい」

との呼びかけもあり、会場は笑いに包まれました。 

9月27日川崎市川崎区の「川崎能楽堂」にて 

拡大版狂言教室～十世三宅藤九郎が誘う狂言の世界～開催!! 
狂言教室～10th Anniversary～  150人が集結!! 

 

 

 

 

 

 

今回のｲｳﾞｪﾝﾄが

開催された川崎

能楽堂。長い歴史

と独特の様式を

持つ能舞台の雰

囲気や演者の息

づかいを間近に

味わうことがで

きる首都圏屈指

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。 

 

15 分の休憩をはさみ、いよいよ本物の能舞台での「狂言教室」の開始です。

この日狂言教室に参加の皆さんは開場一時間前に能楽堂に集合、講師の藤

九郎さんからあらかじめ能舞台での作法を習いました。舞台に上がるため

には白足袋着用、ｱｸｾｻﾘｰの着用や女性のﾒｲｸも NG です。参加者の中には晴

れ舞台ということもあり、和装＜袴＞で参加の方も。藤九郎さん和泉淳子

さんに先導され狂言教室の参加者の皆さんはあらためて正座や挨拶のしか

たから、狂言の謡＜うたい＞「鶴亀の舞」を実演。この日来場された 150

人の観客の皆さんも合わせて大きな声を出し謡を楽しみました。この日参

加したご家族の A 様は「内気で人と話をするのも不得手、施設に面会に伺

っても小声でﾎﾞｿﾎﾞｿと話す母がこの会場で大きな声を出しているのを見て

ﾋﾞｯｸﾘ!!しました、まだまだ長生きをしてくれそう(笑)」、また市民招待で

参加された S様は「“狂言”は能舞台で演じられることもあり少し“敷居が

高い”と感じていましたが、そうではなかった。来年からは狂言教室に参

加したい。」藤九郎さんは「10 年を通してお年寄りだから、認知症だからこ

こまでしかできない、とは思わずお稽古を続けてきました。お稽古の時、

皆さんの表情が豊かになるのが分かって嬉しい。」と語ってくれた。最後に

弊社代表取締役の矢野は「10 年前、認知症の人たちを笑顔にしたい。狂言

の笑いは良い影響を与えるのでは？と、知人であった藤九郎さんに相談し

ました。この催しが 10年も続いたのは、何と言っても藤九郎さんの熱意、

それを支える施設ｽﾀｯﾌ、そして参加してくれた市民受講者の皆さんです。」

と語ってくれました。 

 

和泉流二十世宗家の和泉元彌

さんもｻﾌﾟﾗｲｽﾞ登場!!客席から

素敵なﾒｯｾｰｼﾞを頂きました。 

第 10 期「狂言教室」受講者の皆さん 15 人が実際の能舞台に上がりました。この日はまさに

「晴れ舞台」と言うこともあり本格的に袴で受講された方も 3人程。受講者 Cさんは「ﾄﾞｷﾄﾞ

ｷして昨晩は眠れなかった」とか。 

狂言「盆山＜ぼんさ

ん＞」を演じる十世

三宅藤九郎さんと和

泉淳子さん。動物の

鳴きまね他、狂言の

基礎的な特徴が取り

入れられ笑いを誘う

場面の多い演目で

す。花束の贈呈はご

入居者から!! 

October 



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上記    

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：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→ 
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～幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」より～ 

第 2 バナナ園のご長寿ｽﾀｯﾌ 施設犬パピー 

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 

  

    

              
 

 

～川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より～ 

施設で縁日魚釣り～ 

 

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 

 

 

 

 

  皆様おげんきですか？記録的な暑さだった 9月からｶﾚﾝﾀﾞｰが 1 枚めくれ、朝

晩は秋の風情が感じられるようになってきましたね。 川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ

ｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」も猛暑が去って皆さんにも元気が戻ってきたようです。入

居者様の笑い声、歌声、そした「ある」ｽﾀｯｯﾌの「鳴き声」…え、「鳴き声」

ですか？そうですここには、人間のｽﾀｯﾌの他にも「施設犬」として「働く」

ﾜﾝちゃんが大活躍しているのです。最近は施設でﾍﾟｯﾄを飼うことは流行です

が「働く」犬は珍しい(笑)。それでは本人からご挨拶です「はじめましてﾜﾝ！

僕の名前はﾊﾟﾋﾟｰですﾊﾟﾋﾟﾖﾝっていう小型犬さ、年齢は 2003年生まれ、今年

16 歳になるんだよ、ﾊﾟﾋﾟﾖﾝは小型犬で長生きをする犬種だけど 16 歳は人間

でいうなら 80 歳、入居者の皆さんと同じくらいのおじいさん犬だよ。内緒

だけど「長寿犬」として川崎市の獣医師会から賞状ももらったよ。ぼくは 2015

年の 8 月に「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」やってきました。それ以来ずっとこのｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

で「施設犬」としてお仕事をしています！「施設犬」の主な仕事はね、朝、

夕の町内のﾊﾟﾄﾛｰﾙと町内の方とのお付き合い、施設に来られるお客様のお出

迎えとご挨拶、入居者様とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、そしてｽﾀｯﾌさんのご機嫌取りなど

などの激務で忙しい毎日を過ごしてるよ。お昼寝の時は仕事はお休みだﾜﾝ！

嬉しいことは、みんながﾊﾟﾋﾟｰ、ﾊﾟﾋﾟｰって僕の名前を呼んでくれること、お

給料のおやつをくれること。そして施設のおじいちゃん、おばあちゃんたち

一緒にいられるととってもﾊｯﾋﾟｰな気持ちになれるんだ。」 さて、実はもう

一つ「施設犬」ﾊﾟﾋﾟｰが元気でいられるのは、同じ町内の小林様の協力があ

るからなのです。小林様は週に 3 回もﾊﾟﾋﾟｰと一緒に朝夕のﾊﾟﾄﾛｰﾙ＜お散歩

＞をしてくださいます。ｲﾝﾀｰﾌｫﾝから小林様の声が聞こえると扇風機の様に

ﾌｻﾌｻのしっぽを振り回し玄関まで猛ﾀﾞｯｼｭ!!力いっぱいﾜﾝﾜﾝとご挨拶しま

す。そんなﾊﾟﾋﾟｰを見ると入居者様も「あら、今日は小林さんが見えたわ」

と気がつくほど。こんな楽しみがあるから、ﾊﾟﾋﾟｰも長生きできるのかな？

こうして「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」は、ﾊﾟﾋﾟｰや町内の方に支えられながらﾊｯﾋﾟｰな毎日

を賑やかに過ごしています。ｽﾀｯﾌも犬のいる穏やかな環境で仲良く仕事をし

ています。只今一緒に働くｽﾀｯﾌを募集中です。どうぞ、お気軽にお問い合わ

せくださいね。お待ちしております。☎ 044-587-1773 

川崎市川崎区にあるｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園川崎大師」では、猛暑で外出もま

まならないこの夏、せめて施設内で夏気分を楽しもうと「縁日」を開催す

ることにしました。ﾃｰﾏは『皆様と作る楽しいひと夏』。施設内で「金魚つ

り」ならぬ「魚釣り」を楽しもうというﾜｹです。準備の段階から大忙しで

す。まずは釣る「獲物」を手作りしなければなりません。皆さんで模造紙

に「獲物」を描き、塗る場所を分担しながら「お魚」や「生き物(？)」の

色塗りをします、ひとつひとつ手書きでいろんな種類の「お魚」や「生き

物」を作ります。「これは蛸かな？それなら赤く塗らなくちゃ」「周りも塗

っていいの？何色がいいかな。」「この色がいいじゃない？」隣の方と相談

しながら仕上げていきました。塗り終わった「獲物」の何匹かは、半分に

切った段ﾎﾞｰﾙ箱の周りに先端にｸﾘｯﾌﾟを付け貼り付けます、残りの半分は

底に並べれば魚釣り水槽の完成です。皆さん嬉しそうに眺めていました。

「これは何に使うの？」「ここで縁日を行います！」「だから提灯も飾って

るのね。」ｽﾀｯﾌからの発表に皆さんｳｷｳｷとされ、ｶﾚﾝﾀﾞｰを見ながら「あと

何日ね」と楽しみにされているご様子。さて「縁日」当日、日課のお掃除

を皆さん終えて一息ついた後、職員が例のﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ水槽を運んできました。

準備をしていると、なにかなと皆さん覗き込みに来ます。そのまま水槽を

囲んで、いよいよお魚釣りです。「さあ大物釣れるかしら～」「あなたもや

ってごらんなさい。」順番に磁石を付けた釣り竿を使いながら、次々に獲

物を釣り上げていきます。5 分もするともう夢中。1 時間ほどお魚釣りを

楽しんだ後は、担当のｽﾀｯﾌを囲んでおさかなｸｲｽﾞです。皆さんに 1 匹ずつ

釣り上げて頂き、これは何でしょう？と質問します。「ｶﾜﾊｷﾞ」「ｸﾗｹﾞ」「ﾀｲ」

おや!「ﾍﾟﾝｷﾞﾝ」……時折ﾋﾝﾄを出しながら、たくさんお答えいただきまし

た。ｽﾀｯﾌが「さかなｸﾝ」になりきり、その生き物にちなんだ豆知識などを

話すと、知らなかったなど感心したお声を頂くことが出来ました。お魚釣

りで盛り上がった後は、おやつに夏らしいお菓子の盛り合わせを召し上が

っていただきました。「おいしいね。」「涼しげで素敵だわ。」まったりして

頂いて、縁日は大成功でした。川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園では、季節にちなんだｲｳﾞｪ

ﾝﾄや外出支援を行っております。私達と一緒になにか作り上げてみません

か？働いてみませんか？見学いつでもお待ちしております。 

  

 

 

 
大好きな小林さんと大切な

お仕事「町内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ」に出

発!!早く行こうよﾜﾝﾜﾝ!! 

僕の名前はﾊﾟﾋﾟｰ。16 歳のﾊﾟﾋﾟﾖ

ﾝだよ長寿表彰も頂きました! 

ご入居者は釣り人になりきり、ｽﾀｯﾌはさかなｸﾝになり

きり!!その気になれば縁日気分です! 


