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内容 

これは実話の舞台化である。 

死者への敬意を込めて、登場人物などの名称は変更しているが、 

事件その他の部分は、忠実に舞台化している。 

というのは嘘である。 

 

キャスト 

廣世康幸 田中絢子 片野真由子  安藤奈緒子（ケトイシ） 

きら（Electric Chair） 花房尚作 



スッタフ 

演出・脚本/ SHOSAKU 

舞台美術/ 黒柳雅夫（studio NERO） 

照明/ 三枝歩 

照明助手/ 白川緑 

音源製作/ ＪｕｓｔＳｐｏｔＭｕｓｉｃ 

かつら/ 増田耕治 

音響オペ/ きら（Electric Chair） 

映像製作/ お兄さん 

デザイン/  gallery.M 

マネージャー/ 司馬いぬ 

 

 

協力（順不同） 

バーニー動物病院 劇団ケトイシ 劇団どくんご 

Electric Chair Ｄアスリート 日本大麻党代表「前田耕一」 

北島大輔 中村まどか たこやきキラーズ  宮城太一（天

心） 

嶋田弦楽器製作所  (福)藤野町社会福祉協議会 

(株)安楽亭練馬小竹町店 チューリッヒ保険 

 

 

 

 

公演にあたっての注意事項 

 本日はご来場いただきまして、誠にありがとう御座います。これから

摩訶不思議な表現世界への旅が始まります。なお、旅の途中での退場は

憲法９条で固く禁じられております。退場するとたぶん死刑になります

ので、お手洗いなどは先にお済ませ下さい。また、携帯電話などの電子機

器の使用はスパイ容疑がかけられ、これも死刑になると思われますので

ご注意ください。それでは開演までもうしばらくお待ち下さい。 

 



 

出演者紹介 

廣世康幸  

時間ってなんだろう？と、形の無い物を漠然と考える時がある。ふと考

え始め、考えていた事を忘れる。しばらくしてまた、時間って…あれ？こ

ないだも考えたなと、忘れたことに気付く。気付く？記憶って何ですか

ね？動詞だし名詞。思い出やトラウマ、癖、お袋の味、デジャビュー。こ

こでは記憶について書いてみます。読んで字のごとく、どこぞに記され

ている。でも、文字でそこにあるわけではなく、気持ち、感情、思いで記

される。それを出す。思い出す。するってぇと、記憶=思い出か？いやい

や、出てこない物もたくさんある。子供の頃の夏休みの一日一日を覚え

てはいない。昨日の晩飯何作ったか覚えていない。でも頭のどこかに残

ってはいるわけです。出てこないだけで。そんなことをつらつらと書い

ていると、俳優業というのは思い出の職業のように思えてきます。台本

を書いた人の気持ちを思い出す。それぞれの役に込められた思いを引っ

張り出す。さらに自分なりにアレンジを加え、作っていく。そうして出来

た作品を見て、お客さんは何を思うのでしょう。何かを思い出すんでし

ょうか。まあ、楽しんでもらえればそれだけでいいんですが。  

 

 

田中絢子  

この芝居に出てくる麻薬の話、たばこやアルコールより害がない、とい

う話は世界的に有名な話らしいのですが、私はこの芝居の初演の時に初

めて知りました。高校で薬物はひたすらダメだと教えられたことが、根

底から覆され、日本の教育のありかたに疑問を感じ、同時に麻薬につい

て、興味をもちました。 ちょっとかたいことを書きましたが、まぁ教育

のありかたについては、「うそばっか言うなや～」と思っただけなので、

別に真の教育とは！とか言う気はないです。すいません↓ただ、麻薬に

ついてちょっと興味をもったことは本当で、「実際のところはどうなんだ

ろう。」と思いました。私は麻薬関係はやったことがないので（ふつうは

そうだと思いますが。）本当に害のないものなのか、どんな感じになるの

かまったくわかりません。まわりにやったことある人はいないのかな、

と思っていたところ、これが結構いるもんですね。（念の為言っておきま

すが、うちのメンバーではありません。、、、たぶん。）国内でやった人もい

れば、海外で、という人もいました。外国では合法ではないけど、かなり

出回っている国が多いらしく、簡単に手に入ったらしい。最初はマリフ

ァナから始め、ところはどうなんだろう。」と思いました。私は麻薬関係

はやったことがないので（ふつうはそうだと思いますが。）本当に害 の

ないものなのか、どんな感じになるのかまったくわかりません。まわり

にやったことある人はいないのかな、と思っていたところ、これが結構

いるもんですね。（念の為言っておきますが、うちのメンバーではありま

せん。、、、たぶん。）国内でやった人もいれば、海外で、という人もいまし

た。外国では合法ではないけど、かなり出回っている国が多いらしく、簡

単に手に入ったらしい。最初はマリファナから始め、どんどんエスカレ

ートして、ものたりなくなり、化学合成品にも手を出したらしいのです

が、バットトリップしてから止めたそうです。「あれで一度死んだ」と言



ってました。これは私が聞いた中で一番最悪のケースですが、ふつうに

たのしんで使っていて、なにも害はないよと言っていた人もいました。

「キャバクラに行ったとき、トイレでマリファナ吸ってから女の子と話

すと、自分が指名してるお気にいりの女の子が 4 人いるように見えてす

ごく楽しいんだよ～」とにやにや顔で言ってました。その人はマリファ

ナだけだそうです。やったことはないけど、大麻を栽培したことはある

よ。という人もいました。鳥の餌に種が入っていて、発芽しないように処

理はされているけど、植えてみると結構芽が出るらしいです。でも大麻

はにおいが強いのでベランダなどで栽培するとすぐ見つかってしまうと

いう話も聞いたことがあります。 話を総合すると、［使用した薬物にも

よるが、基本的には個人差がある］って感じでしょうか？でも、それなら

タバコやアルコールも個人差はありますよね。結局、やってみないこと

にはわからないみたいです。もちろん、日本では合法ではないのでやる

気はないですが。日本で麻薬が合法化される日は来るのでしょうか？今

のままでは絶対にないとは思いますが。とりあえず、麻薬がタバコやア

ルコールより害がないという話は世界的に有名な話だ。ということだけ

でも、日本の人たちに知ってもらいたいと思いました。本日は御来場あ

りがとうございます。  

 

 

片野真由子  

今回も最後までおつきあいありがとうございました。これが最後のペ

ージです。今更で申し訳ないですが、最後まで読んでも、役に立つような

情報はなに一つありません。心苦しいかぎりです。 話は変わりますが、

今歌舞伎座では『七月大歌舞伎』の真っ最中です。７月は毎年『澤瀉屋』

さんがメインで公演をする月なので、楽しみにしてるんですが、どうや

ら今月は見送る事になりそうです。非常に残念です。 『澤瀉屋』とは市

川猿之助さんが率いる団体の屋号で、（歌舞伎にも色々劇団のようなもの

が存在しているようです。私もよくわかんないんですが。）そこの女形ト

ップみたいな存在である「市川笑也」さんという役者さんが、大好きなん

です私は。 ２年ほど前、新橋演舞場で公演されたスーパー歌舞伎を観

に行きました。スーパー歌舞伎はスーパーですよ。あまりのスーパーさ

に、前の席のおばあちゃんは寝ていました。1 階席なのにもかかわらず。

でも周りを見渡すとみんな結構寝てました。ここだけの話し私もちょっ

と寝ました。寝ましたが感動しました。舞台をめいっぱい使った大きな

滝。客席の壁まで埋め尽くされた星空。この上ない程ドハデな衣装。とに

かく全部がデカイ。役者さんの顔も基本的にデカイ。背は小さい。そして

何よりも『市川笑也』が美しかった！白塗りなんですけどね。でも本当に

男性とは思えないほど色っぽくて、ラストシーンは客席から悲鳴が聞こ

えました。「ぎゃあ」って。「キャー！」ではなかった。 という事で、や

っぱりこの公演が終わったら『七月大歌舞伎』を観に行こうと思います。

それではまた。最後までありがとうございました。  

 

 

安藤奈緒子（ケトイシ）  

こんにちは。安藤奈緒子と申します。本日は御来場ありがとうございま



す。縁あって SHO-SAKU 事務所様に参加させて頂くことになりました。

私が演らせていただくたか子はこの「運び屋」で 7 人を繋ぐという大変

重要な役割を担っており、両肩が重い日々を過ごしておりました。しか

し彼女は好奇心旺盛で気が強く、逆ギレキャラというなんだか自分みた

いな奴で、そんな親近感が稽古を楽しくしてくれました。共演させて頂

く皆さんが個性的な方々なのでかなりテンション上がっておりますが、

「それなのに一体感」をだしていけたらいいなぁとも思っております。

どうぞよろしくおねがいします。  

 

 

花房尚作 

「廣世康幸」との出会い。 

彼はとにかく優秀だった。相対性理論に始まり、特殊相対性理論・量子力

学・トンネル効果・反粒子・クオーク・ひも理論・反重力は可能か、ドラ

えもんをつくるには・・・等々。全てにおいて彼は精通していた。その鋭

い目から導き出される答えは完璧なまでの説得力を持っていた。「こんな

日本人が居たのか」と驚いたのを今でも鮮明に覚えている。それが廣世

康幸だった。彼は当時ＭＩＴ（マサチュ－セッツ工科大学）の学生だっ

た。九州大学を退学してＭＩＴにやって来た。彼ほどの頭脳があれば九

州大学とは言え退屈だったと思う。彼の噂はハーバードの教授から聞い

た。僕は当時、遺伝子工学を専攻していて（いわゆるクローンである）毎

日研究に明け暮れていた。そんな時「ＭＩＴに凄い日本人が居るぞ、お前

知っているか？」と、その教授が聞いてきた。しかし僕はそれどころでは

ない。昨日恋人のジャッキーと別れたばかりだったからだ。ジャッキー

はフランス人の黒人で、ハーバードで同じ遺伝子工学を専攻していた。

男とは悲しいかな、どうしても恋心を引きずってしまう。それに比べ女

は切り替えが早い。ジャッキーは平気な顔をして、僕のとなりで研究を

進めている。僕は気が気じゃなかった。その教授は、そんな事などおかま

いなしに「昨日もファックしたのか？」と聞いてくる。頭にきたので「三

回やった」と言ってやった。するとその教授は「オー、ユーア、ストロン

グ」と喜んでいる。科学の世界は精神的に屈折している人間が多い。ま

あ、別れる原因は僕にあった。宗教上の問題である。それは本題とは離れ

るので明記は避けよう。結果、僕は専攻を世界経済学に変えることにな

った。これがその後、僕の芝居づくりに大きく影響してくる事となると

は、その当時は思いもしなかった。それはさておき、廣世康幸の話だ。出

会いは偶然かつ唐突だった。ジャッキーとは同棲していたので、別れと

同じくして僕は引っ越す事となった。せっかく引っ越すのだから、フェ

ンエイ・パーク（レッドソックスの本拠地）の近くに住もうと思った。そ

してケンモア・スクエアーと言う場所にアパートを借りた。チャールス・

リバーを渡ってハーバードまで自転車で４０分位の位置だ。まあ、よか

ろう。その途中でＭＩＴを通る。ＭＩＴの近くに韓国人がやっている日

本人ショップがあった。海外には、よほど偏屈な場所で無い限り日本人

ショップがあり、日本の食材や雑誌を購入できる。日本で買うより幾ら

か高いが、やはり日本の情報は気になるものだ。３日くらい遅れて日本

の新聞も販売されている。そこで僕は毎週、日本の経済雑誌を購入して

いた。そこにはビデオもあり、日本のＴＶを録画した物を貸し出しして



いる。日本のビデオでも借りようかと思いウロウロしていると、「これ面

白いかな？」と、一人の男が話かけてきた。それが廣世康幸である。廣世

康幸は友人とこの店に来ていた。ビデオのタイトルを追っているうちに

僕とその友人が入れ替わり、間違えて僕に話し掛けてしまったのだ。お

互いちょっと恥ずかしい……。無視する訳にも行かないので、「面白 い

んじゃないかな」と僕は答えた。すると彼は「じゃー借りよう」と、今更

引っ込みがつかない様子で、そのビデオを持ってレジに向かった。その

数日後である。僕が何時もの様に大麻を吸いながらフラフラ歩いている

と、後ろから「ＨＥＩ！」と呼び止める声がする。振り返ると廣世康幸だ

った。それから廣世康幸と様々な話をした。相対性理論に始まり、特殊相

対性理論・量子力学・トンネル効果・反粒子・クオーク・ひも理論・反重

力は可能か、ドラえもんを作るには・・・等々。そのような話をしている

うちに、以前教授の言っていた「ＭＩＴに凄い日本人が居るぞ、お前知っ

ているか？」の言葉が脳裏をよぎった。そして、その人物が廣世康幸だと

わかった。彼の理論は完璧かつ完全だった。出来ればその完璧かつ完全

であることをここで明記したいが、その難解な証明は、とてもじゃない

が常人には解り様が無いので辞めておく。簡単に言うとそれは膨大な量

の数字の羅列だった。それからというもの、僕はＭＩＴにちょくちょく

顔を出すようになった。以前話したビル・ゲイツとの出会いも廣世康幸

から発生したものだ。廣世康幸はＭＩＴを卒業後、日本の証券会社に就

職した。何故、そんな畑違いの所に就職したのか僕にはわからなかった。

何か事情が在ったのだろう。しかし僕は「その何か」を聞かない事にして

いる。同じく「友人間違え疑惑」もお互いに心の中で無かった事になって

いる。そうそう、廣世康幸にイ・ソンスの話を聞いた。イ・ソンスはアメ

リカのＣＩＡ職員で、日本で活動していたが、今は北朝鮮に居る。これを

元にして「絶対天才！（前回のＳＨＯ-ＳＡＫＵ作品）」がつくられたのは

有名な話である。それはさておき、僕は日本に帰国して芝居づくりにの

めり込んでいく訳だが、ある日、廣世康幸に公演案内を送ったところ、芝

居を観に来てくれた。そして廣世康幸はＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所のメンバ

ーになった。なお、本文の大部分は僕の妄想であることを付け加えてお

く。 

 

 

対談（キラ＆塩路牧子） 

『月刊ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所より抜粋』  

キラ君『前の公演での対談はちょっと路線が危なかったので、今回はＳ

ＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の話をしましょうよ。』  

塩路氏『やっぱさぁ、ＭのまわりにはＭが集まってくるのかな？』  

キラ君『・・・。（ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所のメンバーを「類は友を呼ぶ」

と言ってるのだろうか？深い言葉だ。）』  

塩路氏『最近はなんだか私のまわりにＭヤローが増加中なんだよね…や

んなっちゃうよ！ちょっと虐めると「止めて」と言いながら喜んでるん

だよね！こっちがイジッテほしいっつうの！』  

キラ君『・・・。（ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所に不満でもあるのだろうか？深

い言葉だ。）』  

塩路氏『しかも、自分は、さもノーマルです！みたいにふるまっちゃって



さ～最近のＭどもは、隠すよね？オープンでない！』  

キラ君『・・・。（稽古中も言いたい事が言えてないのではないか！？。

ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の話から逸れているかと思いきや、きちんとその

話題を語っているのだろうか？深い言葉だ。）』  

塩路氏『アタシだったら、叩かれたら、逆のほっぺ出すけどなぁ～？』  

キラ君『・・・。（ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所のメンバーは叩かれる、つまり

怒られる事を知らない。そして逆のほっぺ、つまり自分から何かアプロ

ーチをかける事をしない。そう言っているのだろうか？深い言葉だ。）』  

塩路氏『きら君は、あんまそうゆうのダメなんだよね？知ったらはまる

と思うけどなぁ～？』  

キラ君『・・・。（間違い無い！僕にもっと芝居への情熱を向けろ！と叱

咤激励している！深い言葉だ。）』  

塩路氏『なんのせよ、我々にはＳの方が必要なんだよね！この際Ｓの人

も募集しよ！？』  

キラ君『・・・。（ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所にはもっと新しい人材が必要で

ある。彼女は今回、客演で出るのに、ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の今後の事

まで考えてる。なんと寛大な心を持っているのだろうか！深い言葉だ。）』  

塩路氏『何か言いなよ。』  

キラ君『参りました。』  

 

 

 

 

ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所 次回予告 

「ショーサクの空に -ミッドナイト・エクスプレス-」 

脚本・演出 ＳＨＯ-ＳＡＫＵ  出演 未定（現在募集中！） 

内容☆オーストラリア旅行中に麻薬密輸容疑で逮捕され、無実を訴えな

がら実刑判決が確定し、収監された日本人の男女５人がいる。いわゆる

メルボルン事件である。５人は９２年６月、メルボルン空港でスーツケ

ースに、計１３キログラムのヘロインを所持、逮捕された。裁判でスーツ

ケースは経由先のマレーシアで、現地ガイドから「荷物を盗まれた」と言

われて代わりに渡されたものであり、「運び屋にされただけだ」と無罪を

主張したが、捜査や公判段階での通訳が不適切で正当な主張ができなか

った。そのため、懲役２０年～１５年の実刑判決が確定した。この事件を

忠実に舞台化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キャスト募集！ 

次回公演予定「ホストクラブＶＳキャバクラ（仮）」の出演者大募集です。

条件は、若くて可愛くて同棲してくれる方。条件は厳守させていただき

ます。希望者はご連絡ください。とはいえあくまで予定のみで公演はし

ません。脚本も書かないと思います。どうしても公演を望むのなら、自分

でやって下さい。僕は旅立ちます。 

 

スタッフも募集！ 

音響、照明、映像、脚本、舞監、受付、製作，営業，経理，物理，科学，

自慢，骨太，餃子，神社，若くて綺麗でお付き合いしてくれる方、など，

多分やれると思うし，やれんじゃねーのって方。ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所

にご連絡ください。ぶちます。 

 

ついでに社員募集！ 

月給●知るか！ 時間●あっち行け！ 休日●勝手にしろ！   

勤務地●ホーホケキョ！ 待遇●自分で考えろ！  

応募方法●メールで「社員希望」と明記のうえ送信して下さい。  

ぶちます。  

 

営業部からのお知らせ 

内容●この世にあるほとんどのことは、たいがい出来ます。  

大切なのは誠意と言う名のマネーです。  

依頼方法●メールで「仕事希望」と明記のうえ送信して下さい。  

ボッタクリます。  

 

ふぁん倶楽部のご案内！ 

内容●「ふぁん倶楽部」の会員を募集していません。  

活動の予定もありません。 だから入会希望の方はいません。  

依頼方法●メールで「入会希望」と明記のうえ送信しないで下さい。  

とても困ります。  

 

株主・スポンサー・協賛・提携 募集！ 

内容●愛や気持ちなんて要りません。金と土地と建物が欲しいです。  

投資すると死後の天国へのキップが付いてきます。  

依頼方法●「資産を持っています」と明記のうえメール送信して下さ

い。  

瞬く間にご連絡差し上げます。  

 

団体活動趣旨 

『愛と笑いを全世界に！』のキャッチフレーズのもと、各国の各方面の

様々な企業団体から援助を拒み、文化的交流を中心に世界撲滅を目指す、

いろいろな意味でたぶん政治結社である。 

世界各国に支部があり、日々様々な陰謀を探している。あなたも生物兵

器をつくってみませんか？ 


