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はじめに

中部・北陸地方の演劇鑑賞団体17団体（2016年現在）は、お互いに協力し合いながら演劇鑑賞運

動をすすめるために、中部・北陸ブロック会議を構成しています。

この『例会企画討議資料集』は、ブロック幹事会が協力して、例会企画づくりのために作成した小

冊子です。ブロックに加盟する各団体の全会員に配布します。

【ブロックの運動理念】より多くの人とすぐれた演劇を観ることを適
して、自らを豊かにし、日本演劇の民主的発展をめざす！

私たちの例会は、営利目的の商業劇場や公共ホールが行なう演劇公演とは根本的に異なります。私

たちの演劇鑑賞会は、サークルを基礎にした会員制で、誰にも頼ることなく、会員自らが会費を持ち

寄って、定期的に継続して演劇を観続けていくために、会員自身の手によって自主的な運営を行う自

立した文化団体です。

この私たちの演劇鑑賞運動の進むべき方向を指し示したものがブロックの運動理念です。日々の運

営サークルの活動や企画づくりの中で、運動理念の意味内容を広く深く理解していくことがとても大

切です。私たちは、鑑賞者の立場から、劇団とともに演劇文化をつくる運動をすすめています。

築地小劇場以来の新劇運動は、演劇創造の理念として、個人の確立、反戦・平和の思想、創造と鑑

賞の自由の確立、反商業主義を掲げて発展してきました。そうした新劇運動の中から私たちの演劇鑑

賞団体が生まれました。

私たちは、劇団と一緒に、新劇運動の歴史で培ってきた大切なものを継承しながら、日本の演劇の

民主的発展に寄与する役割を果たしています。言い換えれば、演劇鑑賞を通して、会員一人ひとりの

精神を豊かにしていくとともに、劇団と一緒になって、観劇の条件である平和で民主的な社会の実現

と日本演劇の民主的発展をめざすことで、世界に類を見ない演劇鑑賞運動をより発展させることで、

演劇文化を創り出していくことをめざしています。

私たちの運動理念を実現させていく次の3つの課題を実践して、期待の広がる

魅力あふれるブロック統一の例会レパートリーをつくり上げていきましょう！

1、観て確かめる

1992年の中部・北陸ブロック第4回総会において確認された「芝居は何よりも楽しいものでなけ

ればならない。同時に生活の点検、人間関係のありよう、生き方の示唆、社会へのこだわり、さら

には人生の励ましに迫るものでありたい」という基本的な視点をもって、企画づくりを進めてきまし

た。

「観て確かめる」という課題は、ブロック統一例会を決めて行く最も大事な課題です。

これまで中部・北陸ブロックは、サークルアンケートの結果を拠りどころにして、いわば「要望実

現型」の企画活動を行ってきました。しかし、これには大きな問題がありました。なぜなら、私たち

の生活は、商業マスコミが流す大量の情報の中で、商業主義にどっぷり浸かった消費文化の渦中にあ

り、文化の世界でも、この傾向から逃れることができずに、目の前の流行やブランド、さらには直感

的で、刺激性の強いものに無意識に左右されがちだからです。こうした傾向が、サークルアンケート

にも反映され、作品、劇団、さらには俳優の知名度や華やかな作品が要望の上位に上がることが当然
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のようにおこリます。そのため、人間の生き方を細やかに表現し、社会的な問題に鋭く切り込んだ芸

術的な作品でも、知名度や華やかさがないゆえに例会からはずれていくことが多々ありました。

こうした問題を解決していくために、ブロック幹事会並びに単位団体の役員会は、劇団から提案の

あった作品を「可能な限り観て確かめ、さらには聞いたり、読んだりしながら」再三再四検討するこ

とで、「知名度の高い、華やかで話題性豊富な名作」と「地味でも芸術性の高い珠玉の作品」を同等

に扱い、ブロックが連帯して取り組める鑑賞会独自の魅力的で最高の例会レパートリーをつくり上げ

ることをめざしています。また、私たちは、ある友好的な信頼できる劇団がつくった作品だからとい

うだけの理由で、例会にしてい〈ことがないように、あくまでも舞台成果を吟味したうえで、幹事会

試案として提案することが、「観て確かめる」課題の眼目になっています。

2、ブロック統一例会の実現

私たちは、ブロック加盟の17団体が連帯して、同じ作品を例会に実現するブロック統一例会をめ

ざします。私たちの演劇鑑賞運動は、それぞれの地域で、演劇鑑賞という独自の文化をつくり出して

いますが、各地の団体が単独で活動しているのではありません。それぞれの団体が地域の「壁」を乗

り越えて、ブロックに結集することで、より豊かな文化状況を生み出しています。「小さな団体」も

「大きな団体」も、同じ作品を例会にしてい〈ことで、さらに連帯を強めていきます。

現在、中部・北陸ブロックでは、17団体で1例会あたり約25ステージの公演を行っています。そ

のことっが劇団にとって、大きな経済的支えになりますし、より質の高い魅力ある作品を創造してい

くことが可能になります。

「観て確かめる」課題を通して、例会作品についてブロック全体がまとまって劇団・創造団体と話

し合うことができます。その信頼関係のうえに新しい作品をつくり出す可能性が生まれてきます。そ

して、なによりも、同じ作品を例会にすることで、各団体の運営サークルの取り組みが検証でき、お

互いに学び合い、励まし合いながら、サークル・会員を増やしていく活動の方向を見出していきま

す。

3、上演料算定方法の確立

①上演料算定方法の導入

中部・北陸ブロックは、2012年の1月－2月例会劇団朋友の『女たちのジハード』から上演料算

定方法を導入しました。上演料算定方法は、上記の2つの課題と結びつけて、私たちの演劇鑑賞運動

のあり方を抜本的に変えていく画期的な方法です。

かつて私たちは、これまでの劇団から提示される上演料を当然支払うべき「料金＝値段」として考

えていました。例会作品を一般の「商品」のように見なしていたことになります。本来、劇団と鑑賞

会の関係は「車の両輪」といわれるほど緊密な連帯関係を築いてきましたが、その一方で、演劇作品

そのものを「商品」と見なしてしまうような、「売り買い」の関係に陥っていました。そこには、「車

の両輪」とは異質な、「興行体質」が横たわっていました。上演料算定方法は、この両者の関係にあ

る「興行体質」＝「商業主義」を克服して、真の意味での民主的な「車の両輪」をつくり出していく

ことをめざすものです。
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③上演料算定方法のしくみ

上演料算定方法は、先に示した「観て確かめる」「ブロック統一例会の実現」といった2つの実践

課題と併せて、ブロックの全体で理念を実現していこうとするものです。ブロック統一の「上演料会

費」を会員一人ひとりが持ち寄って、会員数の実態に応じた上演料を鑑賞会自らが決めていく大変責

任の重い課題です。

【上演料算 定の仕方】

（上演料会費×会員数） ＋ （ステージ割全額×ステージ数） ＝上演料

＊別途 消費税

③劇団を迎える喜びの追求を！

運営サークル活動の目的は、例会を成功させることです。成功の最大の要因は、前例会よりもサー

クル、会員を増やして劇団を迎えることです。上演料算定方法を導入することによって、運営サーク

ルが、サークル・会員を増やしていく取り組みを最優先課題にして「前例会クリア」をめざす意味が

より鮮明になりました。

「前例会クリア」は、運営サークル、鑑賞会全体のみならず、劇団にとっても大きな喜びであり、

舞台に向かう意識も格段に違って〈ることでしょう。また、会員数の実態に応じた上演料計算になる

ことで、「サークル、会員を増やして上演料を増やして」いくことが運営サークルの喜びにつながり

ます。運営サークルが中心になって、劇団を迎える喜びを分かち合いながら、感動の舞台を創り上げ

ていきましょう！

4、例会企画づくりの進め方について

①「例会企画討議資料」について

この『例会企画討議資料集』には、私たちの理念を共有し、ともに鑑賞運動を進めていこうとする

創造団体の例会候補作晶を掲載しています。今年は30作品紹介します。

これらの作品をもとに、2018年の例会作品6本を決めていきます。ブロック幹事会は、各団体の

要望を考慮しつつ、前年度から「話題性豊富な名作」と「地味でも珠玉の作品＿とのバランスを「観

て確かめ」ながら吟味すると同時に、上演時期や並びの配列も十分に検討して、短大ある例会作品を

6本に絞り込みました。

ブロック幹事会および、各単位団体の幹事会・運営委員会は、この6作品を2018年のブロック統

一例会のレパートリー（試案）として提案します。

②幹事会提案とサークルでの話し合い

この『資料集』の前半に掲載されている白抜き数字の6作品（①～⑥－）について、ブロック幹事

会および各単位団体役員会試案に関する推薦文と企画説明などを参考にして、サークル集会を開いて

サークルで検討し、「2018年例会企画サークル検討用紙」をまとめましょう。
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③例会企画づくりの流れ

a）各サークルに『例会企画討議資料集』と「2018年例会企画サークル検討用紙」を配布

b）各団体での「例会企画づくり」についての説明会の実施（サークル代表者会議など）

C）それぞれのサークルで「企画づくりについて」の話し合い。

（「2018年例会企画サークル検討用紙」を集める。）

d）各団体の幹事会（役員会）で、「2018年例会企画サークル検討用紙」の結果を整理し、

ブロック幹事会に報告する。

e）各団体から持ち寄られた「2018年例会企画サークル検討用紙」結果を十分に検討

して「ブロック幹事会・単位団体役員会試案」が合意されたかブロック幹事会で

確認する。
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2017年の例会企画
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1・2月例会　トム・プロジェクト　萩咲く頃に

作・演出／ふたくちつよし

出演／音無美紀子、大和田摸、

西尾友樹、藤澤志帆、森川由樹

ブロック初登場のトム・プロジェクト。、ふたくちつよしが贈る、

家族の再生の物語

家族の再生と震災復興を重ね合わせた物語。新

年の幕あけにふさわしい、心が温まるハートフル

な家族劇です。

「トム・プロジェクト」は日本の作家の新作書

き下ろし作品をプロデュース方式で製作していま

す。活躍の劇作家、ふたくちつよしの温かい視点

で描いた作品です。大和田摸、音無美紀子、また

新鋭劇団チョコレートケーキの西尾友樹らの演技

は好評を博しています。

3・4月例会　劇団文化座　旅立つ家族

文化座と金守珍との刺激的な出会いが生み出す韓国の国民
的画家の半生を描いた、

作／金義卿

訳／李裏貞

上演台本／

金守珍＋佐々木愛

演出／金守珍

出演／佐々木愛、藤原章寛、

高橋美沙、有賀ひろみ、

阿部勉、高村尚枝、

米山実　ほか

エネルギッシュな舞台。、

アングラ演劇を継承する新宿梁山泊を

主宰する金守珍の演出による、韓国の国民

的画家、李仲埜（イ・ジュンソプ）の半生

を描いた作品です。

2014年に初演、文化座のイメージを覆

す斬新な舞台成果は好評を博し、知られざ

る日韓の潔しヽ歴史に切り込んだ意義も評

価されました。主人公の李仲饗を演じた、

藤原章寛は、前作『GO』で在日韓国人の

若者を演じ、文化庁芸術祭新人賞を

受賞。また、佐々木愛が李仲壁の妻

である山本万子さんに扮し、物語の

語り部として重要な役割を担ってい

ます。

川‖HmHHH川【日日川日日lllrHlHlJIHLrllllllllllHrl日日川lHH川HlllllHlllllllllllHEl川rllL”日日‖日日川mHllllrlllllHHHFILllllll川IFHllH川‖IIHH日日l川日日日日HLLllHHllllllHHllllIt＝川HHl川IHt＝HlHIlllllllIIHllllllHHlH日日

5・6月例会　　劇団俳優座　フル・サークル～ベルリン1945
作／エーリヒ・マリア・レマルク

潤色／ピーター・ストーン

訳・演出／勝田安彦

出演／中吉卓郎、中寛三、斉藤深雪、島

英臣、小山力也、安藤みどり、

索藤隆介、芦田崇、藤田一真

∈〉

『西部戦線異状なし』のレマルクが描く、極限状態の状況下の
スリリングなサスペンス

陥落寸前のベルリンを舞台にしたこの芝居はノ亘としての人間の

自由を否定するあらゆる体制と愚劣な戦争への異議申し立てとい

う主題を、極限状況の中で芽生える悲痛なララ・ストーリーにか

らめて提示した、メッセージ性のみならず娯楽怪にも富んだいわ

ば硬質なメロドラマです。

2時間の上演時間の問の緊張感が途切れることがない作品。ド

ラマチックなサスペンス劇としての、エンターテインメントな芝

居の面白さに加え、ナチスドイツの末期に生き抜いていく人々の

姿が描かれ、きな臭くなりつるある今の時代の中で、テーマ

がより身近なものとして受け止められます。
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7・8月例会　劇団民聾蝋燭の灯、太陽の光　作／テネシ＿．ウィリアムズ

アメリカ演劇を代表する劇作家テネシー・ウィリアムズの

若き日の作品

テネシー・ウィリアムズは、『ガラスの動物園』や『欲望という名の

電車』など、詩的でメランコリックな作風で知られていますが、この作

品は、まだ若く無名な頃に作った戯曲だけに、後年の作品とは異なり、

ストーリーもセリフ回しもみずみずしいばかりの直球。社会の底辺で生

きる人々の苦しみと明るい希望の光とを、正義感に燃える25歳の若者

らしくまっすぐに描いています。

白色ともゑが「女性の強さとたくましい生命力を示した」と読売演劇

大賞女優賞を受賞しました。。

9・10月例会　劇団前進座

原作／山本周五郎

台本／田島栄　演出／十島英明

出演／今村文美、浜名実景、ほか

訳／吉原豊司

演出／高橋清祐

出演／日色ともゑ、箕浦康子、

桜井明美、千葉茂則、ほか

7

柳橋物語

山本周五郎の感動の名作、前進座での待望の再演日

初演は1977年。いまむらいづみの主演で、全国に

感動を巻き起こしました。それまで男性中心の劇団と

いうイメージの強かった前進座に〝女優ありぎ′と知ら

しめた作品でもあります。再演の希望も多く、このた

び配役を一新しての登場。

時代背景は違っても、常にそのテーマは時代を越え

て現代にも通じる周五郎作品。〝庶民の生きるための苦

しみも悲しみも、喜びも楽しさも、すべてがここにあ

る〟と言われる『柳橋物語』。です。

11・12月例会　劇団東演　　検察官

ロシア演劇の鬼才べリヤコーヴィッチ、次なる作品は風刺喜劇。

＝シア裁曲の傑作『検察官』。ベ『どん底』『ハムレット』に続

くへ】ノ？コーヴィッチ演出作品。

東演の俳優博と、豊かな身体表現のロシア人俳優とのコラボ

レーションが前作にも増してより見応えがあります。

わいろや横流しはあたりまえ……、市長以下お役人の常識と庶

民の感情の行き違いが巻き起こす大騒動！　日本でもたびたび

上演されてきた傑作喜劇が、べリヤコーヴィッチの手で魔法にか

けられたような舞台に変貌。

作／N．ゴーゴリ

訳／佐藤史郎

演出／V．べリヤコーヴィッチ

出演／豊泉由樹緒、能登剛、

南保大樹、綴越夏水、

ユーゴザハト劇場俳優、ほか
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日



文学座

作／森本薫

補訂・演出／成井市郎による

演出補／鵜山仁

出演／赤司まリ子、山本郁子、

松山愛住、藤崎あかね、松岡依都美、

下池沙知、石川武、大滝寛、

今村俊一、鈴木弘秋、上川路啓志、

他

明治38年（1905）、日本がようや

く近代的な資本主義国となり始めた

頃、天涯孤独の境涯にあった布引け

いは、不思議な緑から拾われて堤家

の人となった。清国との貿易で一家

を成した堤家はその当主もすでにな

く、息子たちはまだ若く、妻のしず

が義弟・章介とともに困難な時代を

生きていた。やがてけいは、その闊

達な気性を見込まれ、長男伸太郎

の妻となる。次男・栄二に寄せた思

慕は断ち切られ、けいは正真正銘、

堤家の人となったのだ。そして、し

ずに代わる家の柱として、担いきれ

ぬほどの重みに耐えながら、その「女

の一生」を生きていくのであった

・。時は流れて昭和20年（1945）

。二つの大戦を経る激動の時代

を生きて、今、焼け跡の廃墟に仔

むけいの姿は、過ぎ去った50余年

の月日の、激しさと華やかさを秘め

て、哀しい－

2014年、成井市郎の演出を鵜山

仁が引き継ぎ＼成井エッセンスを汲

み取りつつ新たな『女の一生』の

創造がはじまりました。出来上がっ

た作品は、現代に呼応した新たな

『女の一生二としてよみがえり、森

本戯曲の持つ台詞の美しきと現代

に通じるメッセージ性は多くの人々

の共感を得ることとなります。

そして2016年は、平淑恵にかわ

例会企画資料2018

＊人頭…32名（うちキャスト12名）

＊上演時間…2時隈45分（休憩15分）

＊上演可能時期………………応相談

作／小川未玲

演出／保科耕一

出演／根本泰彦、後藤敦、川本克彦、

田辺静恵、吉川亜紀子、松澤太陽、

他

【作品内容】

この作品には、悪人は一人も登場

しません。高度成長期の時代の転換

期に着目してじっくり描き込んだ庶民

の家庭劇であり、確かな幸せのあり

かを実感させる作品です。たとえ小

さくても、幸せはやはり幸せなのだ

と気づかせ、現代人の見失ったもの

を照らし出します。さきやかな日常

の中で、人と人が支え合った懐かし

いあの頃に胸が締めつけられ、ふん

わりした極上の笑顔になれる作品で

す。

【上演意図】

「経済成長」に乗ることが幸

福だという時代への異議申し立

てが、観る者に穏やかに迫りま

す。あの頃には戻れないが、今

の時代にも真面目にまっすぐ生

きようとする人がいます。その

方たちを励まし、応援する演劇

にしたいと思います。

「もやしの′′唄′′」とは、栽培

の成長過程において、もやしが樽の

中でひしめき合う時に出る音のこと

です。小さなその〝音〟に、今の時

代こそ耳を傾けて欲しいと願ってい

ます。

【あらすじ】

家電製品が普及し始めた昭和30

年代。手作業でもやしを生産している

「泉商店」の長男恵五郎は、妻に先

リ、山本郁子が布引けい役を演じま

した。作品への評価の高さは私たち

自身が驚くほどであり、特筆すべき

は布引けいを演じた山本郁子に対す

る評価の高さです。けいが実直に生

きる様は会員の皆様へ真っ直ぐに届

いたようです。派手きを抑えた山本

の演技は、周りの人物たちと見事に

融合し、この作品そのものの世界が

より一層の深みを持って客席へ迫っ

たと言えるでしょう。私たちもまだま

だこの作品をやり続けたいという欲

求にあふれています。

＊人頭…22名（うちキャスト7名）

＊上演時間…2時間15分（休憩なし）

＊上演可能時期……………3～6月

立たれ一人で息子を育てながら、寝

る暇もなくもやしを作り続けていた。

妹の十子と弟の一彦は、自分のこと

ばかりで店を全く手伝おうとせず、あ

る日、ふらりと現れたもやしっ子のよ

うな青年を住み込みで雇うことにな

るが…。

気が遠くなる程手間のかかるもや

し作りを中心に、家族や周囲の人々

との心通う交流を優しくあたたかく描

き出す感動の喜劇作品です。

l∋
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巨】5°5月1蒜毒＝芸」欝三
作／吉永仁郎

演出／高橋清祐

出演／伊藤孝雄、千葉茂則、

みやざこ夏穂、塩屋洋子、

白石珠江、河野しずか、他

〝俺が死ぬ時、その顔をいま絵に描

いて残したいんだ’－天逝した画家
中村轟（つね）最後の一枚

新宿の有名な老舗中村屋。創業者、

相馬愛蔵とその妻・良（相馬黒光）が

パン屋をこの地に移したのが明治42

年（1909）年。急速に発展した新宿

という地の利を得て店は栄え、美術

家、詩人、小説家、学者、俳優など

が出入りする文化サロンにもなった。

大正期に活躍した若き洋画家・中

村彙（つね）。新進の作家として注目

され、緑あって中村屋裏手の敷地内

に住むことになる。はじめ

サロンの女王・良に惹かれ

るが、娘の俊子を絵のモデ

ルにしたことから良との関

係がこじれ、やがて桑は中

村屋を出て新宿近くの下

落合へアトリエを移す。

1910年代から20年代

にかけての大正時代。すぐ

＊人頭…32名（キャスト12名）

＊上演時間…2時間25分（休憩15分）

＊上演可能時期……………応相談

れた画家を輩出したが、そ

の多くが20代30代の若さで死んで

いった。当時死病と言われた肺結核

のためである。轟もまた10代後半に

肺結核に侵され、病苦と孤独に向き

あいながら画業に励みつづけてきた。

「描きたいものは全部描いた」と言う

桑が、死を目前にして最後に選んだ

モデルは……。

絵を描くことが生きることであり

愛することだった桑の壮絶な青春の

NLTプロデュース

しあわせの雨傘～飾り壷
作／バリエ＆グレディ

訳／佐藤康　演出／鵜山仁

出演／賀来千香子、永島敏行、

井上純一、遠野なぎこ、広田礼美、

後日真欧

フランスのとある町の、大きな傘

会社ピュジョル社の経営者夫人シュ

ザンヌは、メイドもいる専業主婦。

子育ても終わり、優雅な日々を送る

が、実は退屈な日々を送っていた。

社会の中に自分の居場所はなく、家

庭でも母としての位置は、愛される

ママでしかない。

夫のロベールは仕事最優先のワン

マン社長、シュザンヌの事など見向

きもしない。彼は、秘書のナデージュ

を愛人にしていた。娘のジョエルは

結婚し、夫を父の会社に勤めさせて

いる。息子のローランは、芸術家を夢

1ロ

見てパリ暮らし。しかし、びっ

くりするニュースを持って実

家に帰ってきた。

そんな時、独善的で典型的な

ブルジョア社長ロベールに反

発する労働者が、横暴な経営を

改善しろ、とストライキに入っ

てしまう。ロベールは、事態を

日々と、親友・彫刻家中原悌二郎、恋

の葛藤を演じる大杉栄と神近市子、

盲目のロシア人工ロシエンコ、家政

婦の老女岡崎キイなど、桑をとり巻く

人々を遺された数々の肖像画ととも

に舞台によみがえらせ、世界に開か

れていた大正デモクラシーの時代を

鮮やかに描き出す。『静かな落日』『集

金票行三　の吉永仁郎氏が、歴史の裏

通りを歩いた人々に光をあてた会心

の貢工伝象。

＊人頭………26名（キャスト6名）

＊上演時間…2時間30分（休憩15分）

＊上演可能時期………5月～8月

収拾どころか、悪化させてしまい軟

禁状態におちいる。この窮地をシュ

ザンヌは、かつての恋人で今は共産

党員の市長であるババンに、助けて

貰おうと相談する。

そして交渉の場でシュザンヌは従

業員に語りかける。

「私はピュジョルの妻です。夫は

私の上司みたいなものでした。です

から私は皆さんの立場がよく分リま

す。ただ皆さんと違うのは、私には

ストライキができないということで

す。」喝采を妄：丁そシュザンヌ。パパ

ンの協力もあり、創業者の娘として

シュザンヌは組合との和解に成功す

る。

しかし社長ロベールは軟禁から解

放されるが心臓発作を起こしてしま

う。そこで彼の代わりに、シュザン

ヌが社長に就任するが‥・。

原題のpoticheとは、（中国や日本の）
大型陶磁器、壷や花瓶などの事だが、転
じて（実質的権限のない）名誉職の人、
飾り物という意味もある。



さ】9°10朋・蒜．蒜．■
作／レジナルド・ローズ

訳／酒井洋子

演出／西川信麿

出演／原康義（文学座）、金内喜久夫

（文学座）、柴田義之（1980）、青木和宣

（文化座）、瀬戸口郁（文学座）、山本健

翔（円）、渡辺聡（俳優座）、溝口教士（テ

アトル・エコー）、米山実（文化座）、塩

山誠司（俳優座）、古川龍太（フリー）、

金成均（スターダス21）

蒸し暑い夏の日の午後。十二人の

陪審員たちは少年の父親殺しという

容疑に、有罪（＝死刑）の宣告を与え

るか、無罪の評決を提出するかの重

大な決定をしなければならない。予

備投票が行われる。有罪十一票。無

罪一票。

少年の容疑は動かしがたいと思え

ていたが、無罪票を投じた陪審員が

発言する「我々が問題にしているのは

ある人間の命だということです。もし

間違っていたらどうし

ますか？」

陪審室の空気は一

変し、男たちの討論は

白熱していく－。

1954年にアメリカ

でテレビドラマとして

生み出されたこの作

品は、ヘンリー・フォ

ンダ主演で映画化さ

例会企画資料2018

＊人頭……26名（キャスト13名）

＊上演時間…2時間5分（休憩なし）

＊上演可能時期…………9月・10月

れ大評判となり、舞台劇は今なお裁

判劇の最高峰として世界中で上演さ

れています。

俳優座劇場での『十二人の怒れる

男たち』の初演は1988年で、以後

5年間で292ステージ、また1995年

に翻訳・演出・スタッフ・キャストの

全てを一新して、演出は西川信虞さ

んにバトンタッチしました。西川演出

のF十二人・‥』も2012年まで再演し

212ステージを数えました。

そして2015年、新メンバーによる

第3次『十二人‥・』を上演、新た

な注目を集めて好評を戴き、上演回

数は延べ536回となりました。

父親殺しの罪に問われた少年の

運命を握る十二人。事件の事実をめ

ぐって激論が重ねられる中、陪審員一

人ひとりの人生も明かされてゆく。今

問われているのは彼ら自身なのかも

しれない…。

日本でも2009年に裁判員裁判が

始まり、観客を十三人目の陪審員とし

て巻き込む必見の舞台です。

呂11°1瀾ii．ii
作／井上ひさし

演出／鵜山仁

出演／土居裕子、熊谷真実、

伊勢任せ、吉沢梨絵、ほか

【あらすじ】

1942年〕月、カリフォルニア州マン

ザナ強制収容所。砂漠の真ん中のバ

ラックの一室に集められた五人の女

性たち。ジャーナリスト、浪曲師、舞

台奇術師、歌手、映画女優－。

収容所長から彼女らに下された命

令は、

「マンザナは決して強制収容所では

なく、集まった日系人たちの自治に

よって運営されるひとつの町なのだ」

という内容の朗読劇　三マンザナ、わ

が町』の上演。

日系人として受けた差別的な境遇

を語り合い、自分の中の日本人らしさ

とアメリカ人らしぎが明らかに

なるなかで、アメリカ建国の理

念とは反してつくられた収容所

を美化した台本『マンザナ、わ

が町』の内容をめぐって激しく

対立する五人。

二つの祖国で揺れる中、果

たして『マンザナ、わが町』

は上演されるのか。

＊人頭……20名（キャスト5名）

＊上演時間……3時間⊥休憩15分）

＊上演可能時期…9月中旬～12月

【上演意図】

戦時補償・戦後処理のあり方を問う。

1988年、アメリカで「戦時補償法」

が成立しました。戦時中に行った強

制収容に対して、正式に謝罪を行い、

米国政府が補償金と教育資金を支払

うことを決めたのです。自らが自らの

非を認め、償いを申し出たことでアメ

リカはむしろ周囲から理解と尊敬を

さえ得たと言えるでしょう。その経緯

には多くの日系米国人の犠牲と名誉

回復運動の高まりがあったとしても。

対して我が国はどうでしょうか。

2015年、安倍晋三総理大臣が戦後

70年談話で語った内容は、土足で踏

み込んだ国々に対して正式な謝罪を

しないまま幕引きをしようとしている

印象を各国に与えました。

この物語は、戦後の日本のあり方に

ついての問いかけでもあります。

11
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‾・∴∴．
作／吉永仁郎

演出／高瀬久男（代行：加藤健一）

出演／加藤健一、加藤忍

とんでもない家に嫁いでしまった！

滝沢家のエキセントリックな人々を、

風間杜夫と高畑淳子が声のみで怪

演！？

文政十年。『南総里見八犬伝』執筆

中の滝沢馬琴（加藤健一）の息子・宗

伯の元に嫁いできたお路（加藤忍）。

高名な先生のお家と安心しきってい

たが、そこはとんでもない家だっ

た日

一癖も二癖もある滝沢家の人々と

のしっちゃかめっちゃかな毎日の中

で、読み書きのできなかったお路が、

目を患った馬琴に文字を教わりながら

『八犬伝』を脱稿へと導く一一一。

＊人頭…・＝17名（キャスト2名）

＊上演時間………2時間（休憩なし）

＊上演可能時期…8月～10月中旬

この世に数多いる女性たちへの応

援歌でありながら、『八犬伝』脱稿と

いうロマンに向かい、家族や師弟、

男女の関係を超越してつながる二人

の深絆を描いた感動のドラマでもあ

る、笑って泣いて大忙しのカトケン時

代劇です。

頑固一徹な馬琴に負けずこ　前向き

に奮闘するお路の姿が多くの女性客

の共感を呼び、風間杜夫と高畑淳子

が声だけでさすがの存在感を示した

と話題になりました

作／太田善也

演出／黒岩亮（劇団青年座）

出演／原日出子（ユニコン）、

牛山茂（劇団昂）、益海愛子、

菅原チネ子、西海真理、進藤忠、

石川裏彩、木野しのぶ、水野千夏、

今本洋子、ほか劇団朋友

猪飼芳子を中心に2年前に結成し

たコーラスグル⊥プ「あんだんて」は、

平均年齢55を超え経験者も少なく、

お世辞にもうまいとはいえない小さ

なグルーープこ指揮担当の赤城響子の家

のリビングが練習場。メンバーたちは

練習後や合間にいろいろな話をする

のが何よりの楽しみ。最近はもっぱら

定年を迎えた、あるいは迎えつつある

それぞれの夫の話。

合唱コンクールを間近に控えたあ

る日‥・赤木家にとんでもないことが

°
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～定年後、毎日ダンナが家にいる

…。どうすりゃいいのセカンドラ

イフJ～

定年退職した夫は何もせず家

に引きこもり邪魔なだけ＝‥

『夫在宅ストレス症候群二に蝕まれ

る妻たちはイライラを募らせ、体

調を崩し、離婚の危機を迎える。

そんな『みのむし夫』たちと進

＊人頭…‥・28名（キャスト13名）

＊上演時間…2時間45分（休憩15分）

＊上演可能時期…………＝・応相談

化し続ける妻たちとのギャッズ　夫婦

の葛藤、互いの本音がぶつかり合う

‥・これから先の長い老後をどう生き

ればいいのか？

「定年塾」を主宰し、700万人とも

いわれる団塊世代のみならず老若男

女すべてに優しいエールを送る西田

小夜子氏の著書をモチー⊥フに、高齢

化社会を迎える現代の人々に痛快で

ユニークで、そして心温まる作品を創

造し、人間として生きる喜びを伝えた

い。

高齢化社会の到来と言われて、私

達の身の回りでは現実に数多くの

様々な声が聞かれる昨今…＝・。

西田小夜子氏の『定年漂流』『妻と

夫の定年塾』（中日新聞社刊）をモチー

フに、脚本を若手劇作家の太田善也

氏、益々充実してきた黒岩亮氏の演出

により、客演に原日出子、牛山茂を迎

え、劇団朋友が現代社会に問いかけ

る珠玉の作品。



作／長田育恵

演出／マキノノゾミ

出演／松金よね子、岡本麗、

田岡美也子、木野花、他

グル⊥プる・ぼるが長い時間をかけ

て「今、本当に表現したいこと」を探

し続け、やっと出会えたのは茨木の

り子さんの「詩」でした。その「言葉

たち」は穏やかでありながら時として

厳しく、今の時代にこそ必要なのでは

ないかと思われました。完成度の高

い「詩」を基に「演劇」を作る作業は

難易度が高く、試行錯誤がありました

が、作家の長田さんが鶴屋南北戯曲

賞を受賞するなど、高い評価を受けま

した。女性の演劇集日として活動し管

け30年、納得のU、くま≡でき髭を準

えたいと考えていた我々．ことって〒）

分のない最後の代表ノ乍：こ芸つたよう

例会企画資料2018

＊人頭‥‥‥21名（キャスト7名）

＊上演時間‥・2時間20分（休憩10分）

＊上演可能時期………10月以降

に思いま重

（あらすじ）

詩人・茨木のり子が亡くなってから

4か月後のある日。

主を失った家に彼女の甥と、生前

桟女つ詩を出版してきた担当者が、遺

コ11ているはずの未発表の原稿を探

）．こやってくる。無人となった家の中

を妄」回る2人だが、実はこの家には

彼らを複雑な思いで見守る先客がい

た。3人の「のりこ」…そして保。

のりこたちと保の魂を通して「茨木

のり子」の人生とメッセージがよみが

える。

20歳で迎えた終戦。夫との運命の

出会い。夫を喪ってからの30年の歳

月・・・。

死後に遺された1冊の詩集をめぐ

る物語。

＊人頭………28名（キャスト24名）

＊上演時間…2時間25分（休憩15分）

＊上演可能時期‥‥　　　＝‥応相談

作／本多英郎

演出／印南貞人

出演／手塚政雄、山村勇人、

神谷信弘、鈴木健一朗、冨永隆徳

他

1975年6月30日、秋田県大館市。

高校教師庄司は三十年前、大館市花

岡で起きた「花岡事件」を授業で取

り上げた。

戦争末期、枯渇した国内労働力を

補うために、政府は約四万人の中国

人を強制連行し、全国三百五十ヶ所

の炭鉱、ダム、河川等の工事現場に

配置した。

1945年6月30日深夜、生き残っ

た者たちは立ち上がった。半鐘・サ

イレンが鳴る。「チャンコロが逃げた

ぞリ恐怖が北秋田郡一帯に広がっ

た。獅子ケ森に立てこもる中国人たち

へ向けて鎮圧部隊が組織された。軍

人、警察官、そして村人たちもが山を

取り固んだ。

授業の後、静かな村が動き出した。

誰も語ることのない花岡事件を語っ

たことから村人たちに動揺が拡がリ、

事件に関わった家族の　苦悩と葛藤

が始まる。

そして、事件を語った教師庄司の

中にある心の痛みも明らかになって

いく。

〈上演意図〉

日本は広島、長崎への原爆投下で

多大な被害を受けたればかりでなく、

全国各地で空襲被害にあった人たち

の大切な命も失われました。

日本が他の国の人たちに行なった

悲惨な出来事は無かったことのよう

にされようとしています。被害者にも

なりカロ害者にもなる、それが戦争で

す。

殺されることも殺すこともない世の

中であるために『勲章の川～花岡事

件～』を多くの人たちに　観て頂きた

いと思っています。
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例会企画資料2018

作／ウイリアム・シェイクスピア

脚本／山元清多　作曲／萩京子

演出／山元清多・立山ひろみ

出演／オペラシアターこんにゃく座

歌役者19名　　楽士8名（ピアノ、

フルート、オーボエ、クラリネット、

ファゴット、ヴァイオリン、チェロ、

打楽器、ピアノ）

ご存知シェイクスピアの「夏の夜

の夢」を、時を日本、大正時代軽井
沢の別荘でと置き換え物語は進みま

す。今日は、大久保公爵と川上弥生
嬢が道ならぬ恋を成就させ、めでた
い結婚式の日。大勢の紳士淑女がお

祝いに参じている中、大手銀行の頭
取、桂木孝之は、娘千尋の恋愛騒ぎ
に頭を痛めている。千尋が、孝之が
決めた婚約者三郎ではなく、浩三と

いう若者と恋に落ち結婚すると言い
張っているのだ。ついに、千尋は、

浩三と駆け落ち。二人を追う三郎、

そしてかねてから三郎に恋心をい
だいていた千尋の従姉妹の五月も
三郎を追いかけて「

いつしか四人は、三笠の森へ迷い
込み、ちょうどそこでは夏至の祭り

を祝うため、コダマと呼ばれる精霊
たちが集っていたのですが、運悪く
コダマの王様と女王様は夫婦喧嘩

の真っ最中！四人の若者、たまたま
森で芝居の稽古をしていた職人達
までもが、とんだとばっちり。大騒

動に巻き込まれて‥。

大正時代とは、まさに浅草オペラ

が花開いた時代。かつてない程日本
中に自由な気運が高まった時代で
ある。大正デモクラシーしかり、文

学も音楽も演劇もファッションも、
新しいエネルギーに満ちあふれて
いた。新しい歌曲も続々生まれた時

代である。
しかし、別の角度から見れば、第

一次世界大戦が起こり、世界は大戦

＊人頭………34名（キャスト27名）

＊上演時間…2時間25分（休憩15分）

＊上演可能時期…3～7月・10月

争時代へ突入しようとしていた。自
由を夢見た人びとは、瞬く間に自由

とは全く反対の時代に飲み込まれて
いく。「夏の夜の夢」はたった一晩の
夢のような物語である。大正時代と

いう夢のようなひとつの時代に花開
いたひとつの夢の物語。イ夢さと愚か

さと華やかさとを同時に持つオペラ
が立ち上がってくる。8名の楽士た
ちによる生の音楽とともに、懐かし
い歌の数々も登場！

活気溢れる大正時代を背景に大い
に遊ぶ、普段着のオペラを大いに楽
しみつつ、幸せなエネルギーあふれ

る舞台に、改めて平和の尊さを強く
感じる舞台。

◎．＝・：
脚本・演出／如来英治

出演／栗原小巻

城所潔（ピアニスト）

（上演意図）

鑑賞と創造にとっての厳しい時

代。今一度、その原点、はじまりを

確認したい。その強い思いから『松

井須磨子』を企画提案いたします。

（解説）

近代演劇史上に、一瞬の花を咲か

せイ夢く散った、日本新劇最初の女優、

松井須磨子。

芸術への深い愛、人生の機微を、

独自の形で物語は進行する。

『人形の家』の主人公のノラ、『復

活』のヒロイン、カチューシャ等々、

須磨子が演じた役の西洋の思想と、
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須磨子自身の日本の魂が重

なり、交宣言し、新しい時代の

息吹が生まれるこ

（あらすじ

須磨子は、彗蓬こ三上、三

殺未遂という悲麦を蓑・ノ妄

え、生涯を捧げる崇高な潰え

と運命の人、島村抱月とに己

会う。

二人は力を合わせ、心を通

わせ、新劇という困難な道を

歩みだす。やがて須磨子の芝

居、そして歌は、民衆に受け

＊人頭………16名（キャスト2名）

＊上演時間…………1時間30分

＊上演可能時期…………9月・10月

入れられ、その人生の絶頂期

を迎える。

だが、須磨子の芸術人生は、抱月

の死と共に、突然に終焉する。

「いのち短し、恋せよ乙女＝…」

須磨子の三ゴンドラの歌』が聞こえ

響く、永遠に。



作／青木豪

演出／磯村純

出演／山田昭一、谷田川さほ、

佐藤文雄、館野元彦、三田直門、他

〈作品紹介〉

遺産相続を話すために温泉旅行に

子どもたちを誘った父親。父の思いを

よそに、子どもたちはそれぞれ事情を

抱えて話が進まない。夫の浮気を疑

う長女、夫の借金に振り回されている

次女、家業のそば屋を継がせたいが

煮え切らないフリーターの長男、それ

ぞれいろいろな思いを抱えて言いた

い放題。

最後に見えてくる「家族の肖像」と

は。

人が生きる喜びとは、案外∃々〇三

活の中に無数に転がっている〇て．芸

ないでしょうか。そうした三云）てJ

まし、がちな日常の喜びが散りばめ

られた作品です。初演を観終わっ

た後、久しぶりに穏やかな優しい

時間を過ごせたと感想を頂きまし

た。

〈あらすじ〉

そこは、日本海に面した温泉街。

海とは反対方向に車を走らせれ

ば、桜山という低い山があり春ともな

ればその名の通り、満開の桜が咲く。

その温泉筍にある小さな旅館「コウ

例会企画資料2018

＊人頭………21名（キャスト12名）

＊上演時間…1時間40分（休憩なし）

＊上演可能時期…………………相談

ノ」。

田譲＿撃至急長男・礼王（レオ）が

至し着する〇を待っている。鶴吉は、遺

草貫≡誓二言壬をするために子どもたち

をアブ干．こ誘ったのだ。そこへ先につ

＿、て＿、二次女琴絵の夫・賢介が外風

三て一妻＿rて病院に運ばれたと連絡が

天そこ今，こ別状なしとわかり一安心し

ているところへ礼王が到着する。いよ

いよ相続の話しを始めようとしたとこ

ろ、どうも礼王の様子がおかしい。ど

うやら仕事を辞めたようだ。穏やか

に話そうと思っていた鶴吉の思いと

はうらはらの出来事が次々とやってく

る。長女和子は夫・康平の行動を見

張っているらしい。どうやら訳ありの

女をこの旅行に連れてきているとい

うのだ。そこへ、礼王の幼馴染の小

夏が友達の早苗と共に現れる。

白　∴∴　r・－「－……‥．

＊人頭………21名（キャスト11名）

＊上演時間＝・2時間5分（休憩15分）

＊上演可能時期…7月中旬～8月上

旬、9月中旬～10月中旬
作／三遊亭円朝

脚本／川尻泰司

潤色・演出／井上幸子

出演／佐藤達雄、栗原弘昌、

大橋友子、滝本妃昌美、他

江戸から明治の転換期に活躍した

三遊亭円朝が、創作・口演したこの

作品は、演劇の世界でも様々な形で

上演され続けています。プークでは、

1967年に初演。林家正蔵（のちの彦

六）師匠と共演した舞台は、「昭和55

年度文化庁芸術祭大衆芸能部門芸術

大賞」を受賞しました。

今回の舞台は2009年、劇団創立

80周年を記念して新たに取り組んだ

ものです。すべてを人形で演じる台本

とし、使い手の姿が見える「出使い」

として行います。役者は、等身大に

≡∴ノ王ラを、基本的にはひとりで操作

）、言茸に台詞もおこないます。

人〒三割は、人形美術を中心とした

空合芸術です。表情の変わらないは

ず〇人形たちが息づくことに、すべて

〇エネルギーをかけています。人形

責」こ初参加の朝倉摂氏の装置は基

石舞台となる開帳場の効果（傾斜し

た床面に様々な色が映ります）が絶

大で、ポルトガルギターとマンドリン

のデュオ「マリオネット」の音楽共々、

幻想的な世界を支えてくれています。

武家社会に生きる、お露と新三郎

の若さゆえの美しきともろさを、そし

て庶民として暮らす伴蔵、おみねの中

年夫婦が、思わぬ大金を手にし、心

の歯車が狂っていく滑稽で哀しい生

き様を描いていきます。

皆さんの人形劇に対するイメージ

が新たに生まれますよう、人形劇なら

ではの表現を駆使し、愉快で美しい

舞台をお届けします。
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例会企画資料2018

作・演出／中島淳彦

出演／佐藤B作、佐渡稔、

石井憧－、市川勇、あめくみちこ、

山本ふじこ、他

昭和24年頃、終戦直後の東京。

混乱の中にあった人々に、生きる力を

与えた「無頬派」と呼ばれる作家達が

いた。

太宰治、檀一雄、そして坂口安吾。

戦前、戦中、戦後を通して、自らの命

を削って小説を書き続けた彼等の壮

絶な文学という戦場には、常に酒と薬

と女があった。

死に急ぐように生きる作家、生き急

ぐように死んでいく作家、そんな無頼

派の作家達をモデルに、彼等を支え、

ともに戦った女遠の生命力溢れる泣

き笑いの物語。

この作品は、2002年

に中島淳彦氏が座付き

作家を務める劇団道学

先生が上演。

他団体でも再演され

るほどの人気作で、当劇

団では2010年に上演し

ました。

座長の佐藤B作が「中

島氏の作品の中で一番

好きです！」と上演を決め

＊人頭………30名（キャスト13名）

＊上演時間…2時間10分（休憩なし）

＊上演可能時期………11月・12月

させていただいたのです。

『堕落論』『白痴』などで知られる無

頼派作家・坂口安吾をモデルに、作

家とそれを支える妻と、その夫婦を取

り巻く周りの人々を描く…・

人情喜劇を得意とする中島氏らし

い、おかしくも切ない物語です。

東京ヴォードヴィルショーは1973

年の結成以降、40年以上、「誰でも

楽しめる軽演劇（ヴオードヴイル）を」

というスローガンのもと、喜劇を追求

し続けてきました。

でも笑わせるだけじゃない。笑って

泣いて、なにか心に残るこの作品を、

ぜひ中部・北陸ブロックの皆さんにも

ご覧いただきたいです。

作／リリアン・ヘルマン

訳／4＼田島雄志

演出／原田一樹

出演／／久保田民絵、山口嘉三、

金属哲夫、要田禎子、服部幸子、他

その思想、言動でも常にマスコミの

視線を集め、生涯を通じて反骨の精

神を貫いた米国の女流作家リリアン・

ヘルマンの代表作。

この作品は1939年のドイツのポー

ランド侵攻に始まる第二次世界大

戦の翌年に執筆、∵41年に初演され

ニューヨーク劇評家協会最優秀戯曲

賞を受賞した。開幕と同時に大きな

話題を呼び、142年にはルーズベルト

臨席のもとで上演されている。翌年映

画化されアカデミー賞・ゴールデング

ロ⊥ブ賞の主演男優賞を受賞。
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舞台は1940年晩春。ワ

シントン郊外にある大邸宅

フアレリー家。そこには女

主人ファニーとその息子、黒

人の執事と家政婦のフラン

ス女、そしてルーマニアの

亡命貴族夫妻が暮らして

いる。

そこへ二十年羊：こ、ノ

人に嫁いだフ「二一二二三‾

＊人頭………26名（キャスト11名）

＊上演時間…2時間1こl一二一ケ至宝∴

＊上演可能時期…‥…日日…応個議

フ二、、天と三∴二子こそ圭一‾享二「

るこ　そγ＿そrJ二三．享そ三号てこ　ノミ

平喜善吉≡てを三二丁′主∴喜▼

しごl、ノ、「ラ二天丁′、二貢．三号

怪しむ二今責烹テ′ワニ、丁子ス、／

大使館と通ふクノノ＼が手≡＝二三「

チ地下運動者であるここを菓子＿二〇

る。そこに届いた長距離電至壬こ　そた

によリクルトは同志であり友である稚

下運動リーダーの逮捕を知る…。

亨▼≡昂では2014年の秋に上演、

ファニーを演じた久保田民絵は紀伊

三屋演劇賞個人賞を受賞した。

1940年ドイツの侵攻が始まるヨー

コツパ。安穏な日々を送るアメリカ。

同じ時代にありながら国境は決定的

な温度差を生む。酷似する今の時代

にこの作品は警鐘を鳴らす。



／‾’、．∴　　∴・、

脚本・演出／西田直木

出演／福島桂子、吉田要士、

田代久雄（2015年キャストより）

他、劇団スイセイ・ミュージカル

舞台は横浜。

末娘を産むのと引き替えに命をお

とした母富士和子。まだ幼い子ども

達が心配で、天国には逝かず自縛霊

となることを決意し、家から離れられ

ずにいた。

12年経ったある日、夫であり子ど

も連の父正太が、突然「再婚する！」

と言い出す。

誰よりもショックを受けたのは幽霊

の和子だった。再婚相手は小料理屋

を営む赤城照代という女性。悲しい過

去を背負いつつも、明るい笑顔を絶

やきない照代。しかし母の

面影を今も慕い続ける長女

の陽子をはじめ、子ども達

は複雑な思いを抱く。特に、

厳格な祖母に育てられ、家

柄を重んじる次女の彩恵子

は、照代を拒絶する。

例会企画資料2018

＊人頭……31名（キャスト19名）

＊上演時間‥・2時間40分（休憩15分）

＊上演可能時期……………応相談

マイペースな三女・朋美、お　と

なしい長男・昌也、心に影を持つ四

女・ひかる。陽子の恋人・靖。そして

正太の大親友・源次郎とその母・ハ

ナ、さらにイギリスからやって来た霊

能力を持つ従兄弟・樹実生を巻き込

んだ大騒動が幕を開けた。

全く先が読めないストーリー、【命

の大切さ】【家族の絆】を美しい音楽

原作／深沢七郎

構成・演出／関屋幸雄

出演／柴田義之、藤川一歩、

山本隆世、翁長諭、上野裕子、他

【解説・その他】

1993年以来、『素劇あ＼東京行進

曲』で国内はもとより海外でも400

ステージ超える公演を行いました。

2005年の中部・北陸ブロックの例会

では、会員の皆様に素劇の面白さを

存分に知って頂いた劇団1980が、こ

の度同じく関矢幸雄演出の『素劇楢

山節考』を提案させて頂きますも　原作

は、深沢七郎の小説F楢山節考』で

発表当時から人類の永遠の書と絶賛

され、木下恵介、今村昌平らの名監督

の手によって映画化されました。今村

昌平は1983年に映画化し、その年の

カンヌ国際映画祭でグランプリにあ

たるパルムドールを受賞し、世界の巨

匠なりました。ちなみに、劇団1980

のメンバーのほとんどは今村監督が

主宰する日本映画学校（現、日本映

画大学）の卒業生でありますも

今回『素劇楢山節考』は、楢山節

という民謡を出演者が唄い上げなが

ら、信州の山あいの小さな村の人々

生活を通して、人間のあるべき姿、本

当に大切なものを描いていきます。勿

論、箱とヒモ、人間の体を駆使した

素劇という素朴な表現が観客の心を

とらえてはなしません。

【あらすじ】

信州の山あいにある小さな村。村

には名前がないので、山ひとつへだて

た所にあるとなり村とともに、お互い

を向こう村と呼び合っていた。その向

こう村から50年前にこの村に嫁いで

きたおりんは、今年69歳になる。こ

の村も向こう村も70歳になると、村

から遥か離れた楢山にまいるという

で綴る、涙なくして観られない感動の

オリジナルミュージカル。

現代社会の中で薄れかけている人

と人との「絆」今、この時代だから

こそ、かけがえのない「命の大切さ」

をこの作品を通して皆さんにお届け

出来たらと思います。

＊人頭・・‥‥‥22名（キャスト14名）

＊上演時間……………1時間40分

＊上演可能時期……………応相談

掟があった。おりんは楢山に行けば、

先祖や母や姑が神様になって迎えて

くれると信じて、その日のために準備

を重ねていた。おりんのとなりは、銭

屋と呼ばれる家であった。その家に

は、又やんと呼ばれる今年70歳にな

る老爺がいた。又やんは、本来であ

れば、年が明けてすぐ楢山に行かね

ばならないのに、楢山に行くのが怖く

て村中の笑いものになっていた。あと

4日で正月を迎える夜、それぞれ楢山

に行くのである。
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作／W・シェークスピア

訳／佐藤史郎

演出／V・べリヤコーヴィッチ

出演／豊泉由樹緒、能萱剛、

ユーゴザパド劇場俳優、

個性的な客演障、ほか

反乱軍との戦いに勝利した勇猛果

敢なマクベスは、バンクオーと共に息

高く国王ダンカンの元に参じる途中、

三人の魔女たちに出会う。魔女たち

はマクベスがやがては国王になると

予言。想像だにしていないマクベスに

とって、事態は魔女の予言どおりにま

ずは領主になったりと推移していく。

実は小心のマクベスにとって心惹

かれながらも、恐ろしい場面を思うと

髪は逆立ち、正常な心の働きも妄想

で押しつぶされそうになる。しかし魔

女たちの予言どおり、国王ダンカン

を暗殺し国王の地位を手にするのだ

が、亡霊に苛まれる日々を送ることに

なる。しかしマクベス夫人は錯乱する

夫を叱咤し体面を保とうとするのだ

が…。

ここ数年、『どん底』『ハムレット

『検察官』と毎年のように市民劇場、

鑑賞会で上演してきた∨・べリヤコー

ヴイツチ演出のダイナミックな舞台。

今回は氏の念願の『マクベス」が実

現します。

あまりに有名な『マクベス』は幾

多の名優たちが演じ観客の目を奪っ

てきた作品で、『ハムレット』『オセ

＊人頭……35名（キャスト22名）

＊上演時間…………2時間40分

＊上演可能時期…………9月以降

口一二三ノ「三：二二三∴二≡大悲劇とし

てい訂なお三声冬三て二漬されてい

ます。

べリヤコーヴィッチの手にかかり、

今までにない躍動感溢れる舞台とし

てお届けします。

作・演出／中津留章仁

出演／葛西和雄、藤木久美子、

広戸聡、吉村直、島野仲代、

杉本光弘、島本真治、清原達之、

秋山亜紀子、岡本有紀、

傍島ひとみ、沼田朋樹

2015年2月。下町にある家族経営

の町工場・西本製作所。二代目の社

長・西本光男は、長引く経営不振に

頭を悩ます日々。大手企業「四菱重

工」から戦車の部品の受注はあるが、

国の防衛予算に左右されるため数量

が安定しない。来月も週休3日にせざ

るを得ない状況で、技術継承もまま

ならない。

今日は跡取りの長男・悟が恋人の

唯を連れて来るというので、妻の梢は

朝から落ち着かないでいる。し、つぽ

う、光男は別のことが気にかかってい

た。四菱重工の角田が、なにやら話が

18

あるとのことで訪ね

てくるとし、うのだ…。

劇は世重）－そう

語る中津留童ノ二三と

タッグを組んて〇二

作目。今回は一意至

輸出政策〟から想を

得、戦車の部品を作

＊人頭………30名（キャスト12名）

＊上演時間…2時間45分（休憩15分）

＊上演可能時期‥‥‥‥‥‥6月以降

る町工場の家族とそ

こに携わる人々を描きました。

2014年に「防衛装備移転三原則」

を閣議決定し、事実上「武器輸出解

禁」へ舵を切った日本。昨年はパシ

フイコ横浜で日本初の〝武器展示会〝

を開催し、森本元防衛相は「武器製

造はビジネスチャンスだ」とスピーチ

しました。

）．芸）．芸≡られる平和のための「抑

止等∴　きつ、を守るために、何かを犠

牲にするとU、うシステム。そして相も

変わらず実り返される経済の論理。経

済効率が、人の倫理や人間性をも乗

り越えていくかに見える今日、舞台に

登場する－この国の抱える矛盾を

背負う人物たちの姿を通して、それら

の深部に目を向け、ともに未来を語り

合う機会になれればと思っています。



原作／戸部良也

双葉社刊「遥かなる甲子国」より

脚色／西岡誠一　演出／鈴木完一郎

捕演出／門田裕

出演／上沢拓也、前田英利、

横岡祐太、伊能努、山本峻也、

雨宮良子、山岡由梨子、森本竜一、

林睦人、梅田千絵、多々能斉

1964年、沖縄で風疹が猛威をふ

るった。その時の妊婦から産まれた子

どもの多くが聴覚障害を持っていた。

その子ども達の為に一過性の「ろう学

校高等部」がつくられる。

ろう学校生の－樹は、かつて沖縄

代表の応援に駆けつけた時、そこで

『音』を見た。「ルールに基づいて繰

り広げられる戦いに、ろうあ者も健常

者もない」。

一樹の想いに賛同して仲間が集ま

リ、甲子園出場を夢見て日々

猛特訓を続けていた。

しかし…。「高校野球憲章第

三章」は、一樹たちの思いとは

裏腹に、ろうあ者を初めから除

外する規定になっていた。甲

子園の道は堅く閉ざされた。

彼らの甲子園への夢は…。

例会企画資料2018

＊人頭………20名（キャスト11名）

＊上演時間……‥・2時間休憩10分）

＊上演可能時期‥‥　　　‥…・通年

本作品は、実際に沖縄で起

こった出来事を舞台化。ろう

学校球児たちが自ら抱えるハンディ

キャップを克服し、幾多の困難を乗り

越え、高野連に加盟するまでの姿を

描きます。俳優は手話を駆使し、文

字通訳の導入も可能です。

近年、全国で34の自治体で手話

言語条例が成立し、2016年4月には

「障害者差別解消法」が施行されま

した。甲子園の初演当時、手話は言語

として認められていませんでしたが、

長い歴史を経て、やっと数年前に「手

話は言語である」と認められたので

す。この公演を通して、ろう者の歴史

を知るだけでなく、手話が身近なもの

になり、障がい者への理解を深める

きっかけになれればと願っています。

一新された若々しい俳優陣により、見

事に蘇った福里ナインの情熱をご覧

ください。

作／宮本研

演出／小笠原響

出演／伊東達広、塩山誠司、

脇田康弘、田中孝宗、ほか

ほんのうこうてい（反応工程）と

いう言葉は聞きなれない固有名詞で

ある。この作品の舞台である化学工

場の工程の一つで、石炭を化学反応

さて、染料、薬品、爆薬をつくるの

て至るこ

三五デ，芸＝芋卒業後の昭和19年

に工易こ吏貴さ上、そこで働く人々

の姿に一宇隻と）て漂い感慨と刻印

を覚え、昭和32年に書U、たのがこの

作品である（初演は　‾麦の会∴　宮

本研は、一貫して、日本の近代化で

生まれた不正と怒りをこめて検証し

続けた作家である。「反応工程」もそ

の一つである。戦時中のあの時代、

個人と国家を問い、主

人公が危険思想と言

われた本を持ってい

ただけで、糾弾されな

がら、「学生が本を読

むのがどうしていけ

ないんですか」と反論

する。国家権力への怒

りが作者にこう語ら

せたのだろう。

＊人頭‥‥‥27名（キャスト14名）

＊上演時間…2時間30鎌休憩15分）

＊上演可能時期……………応相談

戦前に舵を切ろうとする昨今の状

況下で、もう一度、『反応工程』で生

きようとした人、死んでいったもの

の働巽を問うてみたい。

九州の軍需工場にも動員学徒たち

が配属され、反応工程で作業に従事

していた。

昭和20年、8月。広島、長崎で原

爆が投下され、敗戦が濃厚となる中

で、ここで働く若ものたちが、どの

ようにその運命をたどっていったの

か－。
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車一一語義荒海正・ユニニーで・一・一一一一、、J　　　　消えた海賊

原案／堀田善衛

作／広漉常敏　音楽／林光

演出／公家義徳

出演／雨宮大夢、坂本勇樹、

松下重人、小田勇輔、正木ひかり、

永野愛理、原口久美子、三木元太、

洪美玉、和田響き、仙石貴久江、

町田聡子、篠澤寿樹

ある港町。何故か若い人たちの葬

式がつづく。船大工だったフルガン

ツイオはせっせと棺桶を作りつづけ

ているが、なんと中身は空っぽ。巷で

はまもなく戦争が起るらしいと噂され

ている。

実は若者たちが権力者の覇権争い

の戦争に駆り出されるのを嫌がって、

徴兵を逃れるために自分の葬式をど

んどん出し始めたという訳だ。

ボヘミヤの貴族の息子カルルとイ

クリアの神父アントニオは、王

と教会の圧政を嘆きあって共感

し、この徴兵拒否の若者たちとと

もに海賊をつくろうと決めた。

どこの国にも属さない、誰の

持ち物でもない、独立自営の海

賊に若い男女が集う。選挙とくじ

引きでキャプテンを選び、人殺し

はしない、命令形のないことば

で語りあい、常識に縛られない

自由を求めて若者たちは海へ出

＊人頭・＝　‥17名（キャスト13名）

＊上演時間＝…………・1時間40分

＊上演可能時期……………応相談

る。

現実との闘いの中から自分たちの

新しい未来を作っていく、という理想

に溢れる海賊船は、いつしか大西洋

一の海賊になっていた。ところが、イ

ギリスとオランダの艦隊が彼らを漬

そうと差し向けられ……。

′‾‾＼　、ユーノカルカノハニー　イ　ノ　フォーノ「ス

紀遷　．　タ．．．＿＿．．＿
J T　死神～朝寸日平のオヘム本よト

原作／今村昌平（オペラ『死神』）

脚本／水谷龍二　演出／鵜山仁

作曲／いずみたく・吉田さとる

作詞／藤田敏雄・大谷美智浩

出演／左とん平、北川理恵（客演）

藤森裕美、井上一馬、茂木沙月、

大塚庸介、他

金もない、女にも持てない、さえ

ない葬儀屋の主人、早川貫－は、若

い女房タツに仕事も家庭も夜の営み

もダメだダメだと攻められている。

ある日見たこともない美女が葬儀

屋に現れ、自分は死神のロロだと名

乗る。そんなロロに金儲けの手助け

をすると言われ、病人の頭に自分が

いる時はその患者は死ぬのだが、足

元にいれば助かる教わる。但し、そ

の代わりの代償として、自分を抱い

てほしいと約束をさせられた。半信

2ロ

半疑で、死にそうな社長のところに

出向いていった。葬儀屋が早々にき

たと怒り出すが、あっという間に死

んだ社長をベッドごとくるりと回

転させると不思議に生き返り、すっ

かり元気な姿になっていた。

ふんだんな謝礼をもらった早川

は、約束通りロロを恐る恐る、自信

なく抱くことにする。それが不思議

と男として見事にロロを満足させ

た早川は、彼女を信じて、次々と

死人を生き返らせていった。しか

し、その後生き返らせた人々は必ず

よくない事件を世の中に起こして

いた。その事件で多くの人々が亡く

なっている事実を知り、ロロに騙さ

れていたことに気づく。しかし、そ

の時はすでに自分の余生は使い切

られていた。

目の前で自分に命だと言われた

毒≡蔓草から聞いたエピソード

モモ二二、二渡常敏が2002年に書

き「ころJ二言楽劇。戦争のからくり、

三三享：〒三、で、自由とは何か、を

なすキ了Jく葺いた若者の工ネル

ニーこ三γ＿三・三三こ球光によるソング、

テン二言二、エンターテインメント

三三圭二．二　　′「ノと幸代を切る、
て丁へ一二一　一㌧至≡てこ＝‾†‾＝‾
、．．＿　　＿ノ　　　　　＿　　　こ、‾　－－　－．．．　ヽ＿　　′

＊人頭・‥‥‥‥31名（キャスト18名）

＊上演時間…三幸芋三l二亘＝千彗15分1

＊上演可能時等「…‥‥…1・2月

三三そ、∵二∴が消えていく＝‥。

作主は、三遊亭園朝がヨーロッパ

のク・」ム童話から編み出したと言わ

れてる落語を元に、今村昌平氏がオ

ペラ化、その台本が面白いと西村晃

氏がミュージカル化したらどうかと

企画を持ち込んだのが、いずみたく

が最初にこの作品を立ち上げたきっ

かけです。

時代とともに、今の日本の社会に

むけて問いかけのできる作品になる

よう、願っております。



二つ＼、劇団青年座

2テ
こ二ノ　横濱短篇ホテル

作者　マキノノゾミ

演出　宮田慶子

出演／横堀悦夫、大家仁志、

津田真澄、槽真由美、ほか

妻そして母親の視点から与謝野

晶子と明治の文学者たちを描いた

『MOTHER』。埋化学者寺Ef］寅彦をモ

デルにその家族を描いた『フユヒコ』。

小説「坊っちゃん」の赤シャツを主人

公にして夏目漱石を重ね合わせた『赤

シャツ＝（2004年例会）。これらは、

登場人物たちの生活者としての部分

に焦点を当てた評伝劇として、明治、

大正、昭和のヨ本人の姿から現代日

本を浮かび上がらせました。

その実績と信頼の上で12年ぶりに

マキノノゾミ氏に依頼した新作が『横

濱短篇ホテル二でも

第一話は1970年の

客室。映画監督とプロ

デューサーの打ち合わ

せ中に、高校演劇部の

ハルコが突然飛び込ん

できて、女優になりた

いと必死に訴えますも

第二話は1975年の喫

茶室。フミヨは、自分

が書いたシナリオの感
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＊人頭……‥・30名（キャスト14名）

＊上演時間…2時間15分（休憩15分

＊上演可能時期……………・＝応相談

想を映画監督に聞くのですが酷評さ

れてしまいます。その後、女優とシナ

リオライターとして成功した同級生ハ

ルコとフミヨを軸に、結婚や離別、友

情や嫉妬など、5年ごとに時代を追っ

て現代まで、二人の女性の人生が交

錯する様を描きます。

横浜の老舗ホテルを舞台に、七話

がそれぞれ独立した短篇でありなが

ら、やがてネックレスのように全てが

繋がって一つのドラマになります。

本作は、マキノ氏が新しいステージ

を目指す野心作であり、それに応える

べく、青年座らしいアンサンブルを創

り上げる演技陣を配しました。

原作詞／有吉佐和子

脚本／小幡欣治

演出／西川信虞

出演／佐々木愛、有賀ひろみ、

阿部敦子、佐藤哲也、沖永正志、

筆内政敏、長束直子、山崎麻里、他

（以上　予定）

これまで要望の絶えなかったこの

一三三二いよいよ満を持して、新キヤ

T、妄二言±で跳みます。

’三一三．二発表された有吉佐和子著

三重＿　言　亨票二三妻l∴　新派、新劇

とき三・二二？一．；丁ミr∴こステージを重

ね、哀三・二　㌢：‾二㌢二三テレビドラ

マ化も了r＿二壱こて－シー一言ノ乍晶

です。原作ノ＿≒．芸買主二≒・「そ章票

となっており、＿室I三二，三‾；三二二（

東京オリンピソク三・主．二≒・二三享三三

していますが、考。’、七三三そ享言＿二

＝に描いたこの作品〇喜三三。三

まだ色禎せていません。

社会性とエンターテイン

メントを兼ね備えた人間

喜劇の傑作にご期待くだ

さい1

1963（昭和38）年、金

融業者武市浩蔵は神楽坂

にある妾駒代の家で突然

＊人頭………30名（キャスト20名）

＊上演時間＝……………・2時間30分

＊上演可能時期……………応相談

死んでしまった。風呂場でそれも生ま

れたままの姿で。当然この家で通夜と

葬儀をするのが30年もお世話になっ

た妾の心意気と張り切る駒代。それで

は面目丸つぶれとうろたえる専務の

瀬戸重助に圧力をかけ、強引に通夜

の席を目黒の本宅に移してしまう本

妻の松子。報せを聞いて駆けつけた

もう一人は浩蔵の妹タキ。病弱のゆえ

二、60過ぎてもバージンとか。

≒ノミの言を借りれば松子は〝カボ

チヤ婆〟であり、おタキは〝電気クラ

ゲ′だという。その駒代をおタキは

〝キツネ〝」と呼んでいる。

本妻と妾と小姑、ただでさえ一筋縄

では行かない〝三婆〟がひょんなこと

から一つ屋根の下に同居することに

なったからさあ大変。押し合いへし合

い、あの手、この手の攻防戦は果て

しもなく続いてゆく…・日。
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例会企画資料2018

原作／松下竜一『砦に拠る』

脚本・演出／東憲司

出演／村井国夫、藤田弓子、

原口健太郎、浅井伸治、滝沢花野

村人の〝いのち〟を守ってやれるのは

自分しかおらん

『砦に拠る』（とりでによる）は、大

分県と熊本県にまたがる下茎（しもう

け）ダムの建設反対を掲げ、国を相手

に13年に及ぶ闘争を繰り広げた山林

地主・室原知幸（1899－1970）の半生

を追ったノンフィクションである。

ダムが建てられた地域は48〕世帯

が暮らし、男は山仕事、女はこんにゃ

く作りなどに精を出も　山の恵にはぐ

くまれる生活をしていた。しかし強制

移転した人々やその生活ぶりを日の

あたりにした室原氏は反対の意思を

回めたという。ダム建設予定地の山肌

＊人頭‥＝…‥17名（キャスト5名）

＊上演時間‥・1時間50分（休憩なし）

＊上演可能時期………………応相談

に「蜂の巣城」と名付けた堅固な砦を

築き、住民と籠城した。ハイライトは

1960年夏。室原らは、津江川を挟ん

で国を相手に、水掛けやバリケード戦

法で仮橋の設置を阻止し、全国の耳

目を集めた。

だが4年後、蜂の巣域は強制代執

行で撤去され、住民は次々と村を去

る。室原は、80件近い訴訟を乱発し

続け、一世帯になってもダム底にとど

まった。13年も闘い抜き、死ぬまでダ

ムに水をためさせなかった男である。

本作は国家と桔抗してついに屈す

ることのなかった老人とそれを支え

続けた妻の物語である。

原作／三遊亭図朝

脚色／平田兼≡

出演／藤川矢之輔、河原崎図太郎、

他

落語でもお馴染み、三遊亭園朝の

人情噺を芝居にした、笑いと涙にあ

ふれた傑作。前進座では、1958年の

初演以来、800回を越えて上演されて

きた人気演眉です。

左官の長兵衛は、腕はいいが遊び

好き、バクチと酒にかまけて稼業は

ほったらかし。女房お兼との間には

喧嘩が絶えません。娘お久は、そん

な不和に心を痛めて、自ら吉原の佐

野槌に身を売って金を掃えようとしま

す。娘の真心に打たれた長兵衛は、バ

クチも酒もきっぱり止めると誓い、佐

野槌から五十両を借り受けます。その

帰り道に、身投げしようとしている若

い男文七を助けるのですが目・。
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＊人頭……31名（キャスト14名）

＊上演時間1時間25分（休憩なし）

＊上演可能時期…応相談（1月・5

月を除く）

人を想う心根にう立き、引っ込められ

ない意地に笑い、いかにも江戸っ子

らしい登場人物たちが繰り広げる心

温まる一幕です。

長兵衛には藤川矢之輔、その女房・

お菜に河原崎図太郎。娘・お久、文

七にはこれから前進座を担う若手を

配する予定です。是非、鑑賞会の皆

様の励ましで大きく育てて下さい。



作／ヘンリツク・イプセン

訳／山室静

演出／林清人

出演／赤羽秀之、西山知佐、

山本雅子、高川映、中山研、

菅原あき

地主であり学者でもあるアルフ

レッド・アルメルスは、妻のリタと

結婚して、はや十年近い月日が経と

うとしている。ふたりには、九歳に

なる工イヨルフという息子がいる

が、まだ赤ん坊だった頃にテーブル

の上から落ち、今は松葉杖の生活で

ある。その事故以来、夫婦の仲はどこ

かぎこちなくなり、脚の不自由な工

イヨルフの面倒も、殆どアルフレッ

ドの妹のアスタが見るようになって

いた。

そんなある日、「鼠ばあさん」が、

アルメルス家を訪れる。彼女は、家々

例会企画資料2018

＊人頭………16名（キャスト6名）

＊上演時間…2時間30分（休憩15分）

＊上演可能時期…………‥応相談

の中から鼠たちを不思議な手法で連

れ去り、その駆除を仕事としながら

流れ歩いていた。彼女に従う小犬に

魅かれた工イヨルフは、両親の目を

盗んで彼女の後をついて行き、フィ

ヨルドの海に溺れて死んでしまう。

それを契機に、夫婦の問にあるわだ

かまりが、堰を切ったように溢れ出

すのである一一一

夫婦の愛憎心理を巧みに挟リ出

し、そこに妹のアスタを巻き込んで、

「工イヨルフ」という子どもの名前と

追憶が複雑に絡んで行く物語一一近

代古典の名作とも言えるイプセンの

名作に、次世代の無名塾が挑む。

．招二二、－l。　　　．∴
＼）　　、ユーソカルlJもl　　　　　　　　　上寅可　期

原作／モーリス・メーテルリンク

脚本／相良まみ

音楽／はらかなこ

作詞／保坂磨理子

上演台本・演出／鈴木幸宏

出演／CAHMO、紫城るい、ほか

哲学者でもあリノーベル文学賞作

家でもあるメーテルリンクの童話

：青い鳥』は、実は「生と死」「運

今＿　‾幸福」をテーマにした壮大な

〒三貫＿、二葉い人間哲学を内包し普遍

＼、．一二一ジが散りばめられていま

すニ　ー妄二三三モスクワ芸術座にて、ス

タニステ㌻「ニーご三∃で初演ざれま

した。

昨年、若重責三三二天才′三主家「は

らかなこ」の喜棄てミニーシコ′lrレ化、

高評価を得て今三享ご三、T三二言質な

テーマ、物事の五芸を三≡え、哀傷

演出という新しい趣向も取り入れ

シンプルにストレートに表現、観

る者の創造力を掻き立てる舞台と

なりました。楽しさに加え、郷愁を

覚える心地良い音楽と美しいテー

マ曲に心癒され、「生きていること

の尊さ。平和であることの豊かさ」

を感じられる舞台となりました。

クリスマスイブの夜、木こりの子

供チルチルとミチルは、隣家の妖女

に「病気の娘のために青い鳥を探し

に行ってほしい」と頼まれ不思議

な帽子をもらう。帽子をかぶると、

パンやミルクなど物の精が現れ一

緒に「青い鳥」を探す旅に出かける

ことになる。「想い出の国」「夜の宮

殿」「深い森」「幸福の国」「未来の

国」、それぞれの国で様々な体験を

した二人だが、結局青い鳥を見つけ

られずに元の貧しい木こり小屋に

帰ってくる。

しかしそこにいたのはチルチル

の飼っている鳥、そしてその鳥が

青い。チルチルは憐家の娘のため

にその鳥を差し出す。すると娘は

みるみる元気になり、チルチルに

お礼を言いに来るがその時－。
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