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内容 

芝居のタブーを犯しまくった衝撃作。 

意図的に駄作中の駄作にした、最高級の駄作である。 

これほどの駄作は、もう拝むことはできないだろう。 

 

日時（計８ステージ） 

   １月２１日（火）～１月２４日（金）１９：００開演 

１月２５日（土）１４：００開演 １９：００開演 

１月２６日（日）１４：００開演 １８：００開演 

 



スッタフ 

作者       ＳＨＯ-ＳＡＫＵ 

原作       千と花房の神隠し（２００２年４月公演） 

照明       三枝歩 

照明オペレーター 山口真奈（たこやきキラーズ） 

音響 音源製作  グィタァ（ネグィタァ） 

照明       萩原吉幸（不明） 

舞台美術     ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の狂った面々 

制作協力     片野真由子（文学座） 

衣装       縫うの加世（角川映画） 

舞台マネージャー 内田俊行（20 世紀フォックス） 

製作総指揮    ＳＨＯ-ＳＡＫＵ 

 

協力（順不同） 

早稲田大学  三井住友銀行 松竹芸能 鹿島建設（株） 

金子地域福祉センター （株）Ｄ-アスリート シアターＰＯＯ 

菊野台地域福祉センター ドトールコーヒーショップ荻窪駅前店 

Witch Entertainment 安川電機 嶋田弦楽器製作所 

エクセルスッタフ  京王電鉄 （福）藤野町社会福祉協議会 

沖縄国際大学演劇部マカロニ王国タタン 天心（宮城太一） 

ＴＳＵＴＡＹＡ新宿店  青年団 新宿サニーサイドシアター  

紀伊国屋書店 東京農業大学マンドリン部 

 Electric Chair （株）タミック （株）安楽亭練馬小竹町店 

公演にあたっての注意事項 

 本日はＳＨＯＳＡＫＵ事務所の公演に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 

作演出：花房尚作 役名-尚ちゃん 

マジメに挨拶 

僕が、つかこうへいさんに始めて会ったのは、今から１２年前です。当時

の僕は、山崎銀之丞主宰の劇団空想天馬で、ビジュアル系として活躍し

ていました。そこにつかこうへいさんが来るって事で、知らない人がい

っぱい居るし、ＴＶも来るし、事務所の人たちもバタバタしていて大変

な騒ぎでした。つかこうへいさんはいつもサングラスをかけているので、

誰に話しているのかわかりづらかった事。木村伝兵衛の役をやらされた

が、僕の芝居に何の魅力も無かったので、駄目を出してもらえなかった

事。ウインクのＣＤを買いに行かされた事。等々……今思えば青春の１

ページですね。そこで今回、演劇祭に参加するに当たり、つかこうへいさ

んの脚本をいつくか読みなおしました。僕自身も多少は本が書けるよう

になり、演出もやるようになって、改めてつかこうへいさんの圧倒的な

力を感じました。だから僕は、恐れ多くてつかこうへいさんの作品など

やれません。無理です。僕の演出でやるのは無理です。だからオリジナル

で行きます。オリジナルで勘弁してください。そう思って、脚本を書き始

めたのですが、いやはや難しい。シェークスピアのようにもう亡くなっ

ている人物なら、どうにでも出来るのだが、まだバリバリ芝居をつくっ

ている舞台の神様をどういじって良いものやら、まったく困ったもので

した。とほほ。 

今回の公演に参加してくれた才能溢れる役者陣と優秀なスッタフ陣には

大変感謝しています。ありがとうございました！ そして御来場頂いた

お客様、本当にありがとうございました！ この公演が終わったら沸き

起こる様々な批判・誹謗・中傷、などから身をかわすため、現在の映画や

ＴＶの仕事は全てキャンセルし、裸一貫、無人島でマリファナを栽培し

て生きたいと思っている今日この頃です。マリファナが欲しい方はご連

絡ください、３ヶ月後には良質のマリファナをお届けします。 

 

 

清水アキラ 役名-袴田 

運命って恐い 

「月刊・尚作事務所／フレッシュマンインタビューより」 

運命って恐いですね。まさか「花房尚作隠れファンクラブ・会長」の僕が

尚作さんと一緒に芝居をするとは思いませんでした。ファンクラブの会

長として『花房尚作の写真を囲んでの雑談会』や『花房尚作の芝居を見に

行って、何回目線が合うか大会』や『花房尚作の一日、密着ストーキング』

など、数々の企画を立ててきました。ファンクラブの活動も順調で、現在

会員数、1 名です。隠れファンだから当然です。現在、会員を募集してお

ります。会員の数が多くなったら『花房尚作と一緒にボーリングをして

いる気分になろう会』を企画してます。当然、裏ファンクラブ会長として

「株式会社ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所」の芝居は何度も見に行きました。地

方公演も多数やっているので、それも当然行きました。どれもこれも意

味不明、もとい、素晴らしい芝居でした。そんなメンバーとも今回、始め

て会う事ができました。そこで驚いたのが「ほむら君」です。彼は、とて

も気が利く男で、ハキハキと物事を言い、そして紳士です。芝居を見た限



りだと、『危ない男』のイメージがありますが、実際はそうではありませ

ん。彼の名誉の為に、これだけは言わせていただきました。話を戻して、

自分の事を紹介します。僕は「Electric Chair」というマンドリンバンド

で演奏してるミュージシャンです。ＣＤも出してます。好評発売中です。

今回、この話が来たのも、尚作さんが、そのＣＤを聞いて感動して「是非

君と一緒に共演したい！」と言ったからです。音楽と芝居って結構似て

ます。台本を読んで、自分の役割などを考えるように、音楽も譜面を見て

同じ事を考えます。台詞に感情を込めるように、音楽では一音一音に心

を込めます。ま、他にも同じ事をあげたらきりがないので止めます。そう

いえば、尚作さんが「まぁ～、僕らもこれから月一回、定期公演をするか

ら、もしかしたら君らのＣＤの曲をどこかで使うかもしれないから期待

しないで待っててね！今回の芝居も気が向いたら使うよ！」と言ってま

した。期待しないで待ちましょう。ま、運命のいたずらで、今回「株式会

社ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所」の一員として芝居に出る事になりました。「Ｓ

ＨＯ-ＳＡＫＵワールド」を存分にお楽しみ下さい。 

 

 

廣瀬康幸 役名-通行人Ａ 

あらゆる問題について 

明けましておめでとうございます。僕のことをご存知の方も、そうでな

い方も、今年もよろしくお願いします。突然ですが、次から芸名とかつけ

ようかとか思っています。それで、姓名判断のホームページとか最近よ

く除いたりするんですが、僕のこの名前はすごいんです。特にでだしが。

どのくらいすごいかというと、、、「努力がいっこうに報いられず、病気や

災難にもあいやすい凶数。よい家柄に生まれれば家名に傷をつけ、財産

を失って孤独に終わるという避けるべき数。」あまりはずれてはいないか

なとか思います。それでも、この名前に逆らい、生きてきた今までは、そ

れなりに楽しいもんでした。このまま逆らってやろうかとか思ったんで

すが、そんなとこで意地張ったり、がんばらなくても、、、と、考えるよう

になったんです。そうそう、三月から月一公演をするらしいです。チラシ

もすでにお持ちかと思いますが。３、４月分の予告が書いてますんで、読

んでみてください。毎回違ったものが出てきます。そりゃそうです、同じ

なら面白くないですよね。一見、自己満足ふぅ～じぃ～のこの団体です

が、実は、かなりお客様第一だったりします。意外でしょ。だから、次も

ご来場ください。なんと１０００円です。映画より安いです。そして、一

瞬です。定期公演にご来場ください。一月に一度だけの一瞬を買いに。 

 

 

根岸絵美（ネグゥイタ） 役名-小夏 

ぱぷわ 

Ⅰ：序論 

この世の中は様々な色彩で溢れている。そして人はその色ごとにある印

象を受ける。幼い頃に観た、今でも素晴らしいと思っている映画で宮崎

駿監督の『風の谷のナウシカ』という作品がある。その中で、風の谷に古

くから伝わる言い伝えで『其の者青き衣を纏い金色の地に降り立ち』と

いう救世主の一説がある。物語冒頭では薄い青色の衣装を着ていたナウ



シカは、後半で王蟲の血によって赤から深い青へと染め変わった衣装を

纏っている。そして彼女は救世主として目覚めることになる。私は幼い

頃から疑問であった。何故、最初の薄い青色の衣装ではいけなかったの

か。何故､あの深い青色だけが救世主の色になり得たのか。そこで青につ

いて思いを馳せてみると、青の印象とは空、海等から想像される『自由・

爽快』といったもの、そしてブルースやブルーマンデーから分かるよう

に『憂鬱・絶望』という、相反するものが存在していた。これを突き詰め

ていけばナウシカでの疑問も解かれるかもしれない。そう思い、青とい

う色に何故、相反する印象が持たれているのかを調査することにした。 

Ⅱ：本論 

青の印象の謎を探るには当然歴史を遡る必要がある。先ず、色と言うも

のは如何なる場合に登場していたかを考えてみた。最も単純な色彩表現

は芸術であろう。そして、昔は世界中の宗教が芸術を最も重要な布教、宣

伝の手段とみなし、芸術品の色、形に様々な意味内容を託した、と言われ

ている。つまり、色に関する最も深遠な思考は実は宗教に中にあるのだ。

よって､宗教側から青にアプローチをかけてみることにした。キリスト教

の図像学では黒は禁欲、純潔を象徴していた。その黒は何処で使用され

ていたか、というと聖母マリアのマントである。しかし時が経つにつれ、

これに変化が現れた。マントの色が濃青に移り変わったのである。そう、

キリスト教では濃青は黒に準じる色と位置付けられていたのだ。青は、

神性を象徴する黒が次第に人間性を帯びてくる途上に現れた色とされて

いた。つまり、青とは神と人間の中間的な存在を象徴していた可能性が

非常に高いのである。加えて、宝石のサファイアの青を高貴な色と表現

し、青空を天上の色と位置付けている。しかし、『ヨハネの黙示録』では

詩の中で白味がかった青を死体の色とし、死と悪疫を象徴させている。

一方、インド型宗教の図像学では黒味がかった青を死や憎悪や怒りを象

徴している色と位置付けている。これはインド人の 

＜以下省略＞ 

この続きを知りたい人は私に聞いてください。もしくはご自分でお調べ

下さい。 

 

 

関根政幸 役名-ヤス 

ONE NiGHT CARNiVAL の予告編のようなもの 

どうもこんにちは。はじめまして。関根です。３月から株式会社 SHO-

SAKU 事務所の定期公演が始まるのですが、その１回目の台本を書くこ

とになりました。そんな訳で、予告編のようなものをお贈りします。日

本のどっか田舎のほうの高等学校。の２年Ｂ組の教室。満月の夜、何も

起こるはずのないその閉鎖された空間で全米を震撼させる惨劇が起こっ

た。その夜、私たちはまるで誰か（演出家とか脚本家とか？）に操られ

るように殺し合う。セーラー服と機関銃で撃ちまくったら（快感！）赤

く染まっちゃった、教室（へや）とＹシャツと私（♪）が。ひとつふた

つと増えてゆく死体。３年Ｂ組になれなかった、金八先生に出られなか

った彼ら。と、絶望する私。金八先生になんか出たくない、私の苗字は

加藤だから（おい加藤！）。でも私は越えてゆかなければならない、彼

らの屍を。でもどうやって？ 愛する人が死んでしまった（ていうか私



が殺したんだけど…）今、21 世紀が未来ではなくなってしまった今、

私は何を信じて生きてゆけばいいの？何が私を救うの？誰か、私を救っ

て！誰か、最後うまく落として！オチろ、俺たちのフォークボール！

あ、フォークボールで思い出した。中学の時、「フォークボール」って

呼ばれてる友達がいました。「うまい棒」（息子のことね）の先が下向

きに曲がってたから。今も曲がってんのかな？他には「ダイヤモンド」

ってやつもいました。すごく硬い。あと、弾丸ライナーとか。 はい、

予告編のようなものでした。某業界で有名なスペシャルゲスト bluetree

氏を迎えて、ちょっぴりミュージカルな舞台を創ろうと思います。ぜひ

ぜひお越しください。よろしくお願いします。 

 

 

ほむら 役名-銀ちゃん 

最近良く思う事 

最近ビデオを観ました。だからなんだって感じです。でも僕、余りネタが

無いので書く事が無いんですよ。話を戻します、アクション映画を良く

観るのですが、アクション映画って観てると、笑えたり痛くないのかな

～とか凄いな～とか思います、実際観てると凄いですよね？（人それぞ

れですけど）酔拳ってジャキー・チェン主演の映画があるのですが、これ

は僕的に凄いと思うのは、殴られて二階からガラスを突き破り落ちたり、

服に火を付けたり、木箱壊したり観ていて気分がスッキリします。ハリ

ウッドのアクション映画も凄いですよね、派手に暴れて壊しまくりで、

そして銃乱射〓ドキドキしながら観てます、外国の映画ばかりではなく、

日本の映画（ビデオ）も観ますよ。これはビデオではなくテレビで観たの

ですが『幕末純情一伝』これは新選組の話で時代劇なんですが、沖田宗次

カッコ良かったです（なんだそれ〓）途中から観たので内容はあまり覚

えてません。でも面白かったですよ、アクション映画を観てると何時の

間にか見入ってる時が多いですよ僕。そして観終わるとアクションの真

似したくなります。そして出来ないのにやるから怪我をする、決して僕

は頭がおかしい訳では無いですよ、コメディを観てたまに思い出し笑い

をする時と似てる思います、たぶん。芝居とは全然関係ないですけど張

り切って頑張りますどうぞ御覧あれ。 

 

 

北（ネグゥイタ／BlueNumber／OJK 小石川） 

正月について 

サニーサイド演劇祭に異物混入／SHO-SAKU 事務所は空想科学／つか

の中を出たり入ったりの通り魔スタイル／ますます壊れる事によって幸

せになれる真の魔人／半分サイコ、みんなもレンジャーレーンとか訳わ

かんないバセボーみたいな所に行かずに、我々のように danger な賢者

で STINKY な素晴らしいメグ・ライオンのようなゴブレットになっては

いかが？といった game plan／やっぱ止めて！！近すぎて見えない瞼の

裏／脳裏に彫る SHO-SAKU のロゴ／秒刻みでエグイ国王は昨日今日の

話じゃない／５００戦無敗のクレイジートレイン／ハリーポッターのっ

とりハイジャック／賞味期限無限な本編は、ついてこれれば天までトベ

る、、、、、、。 



 

 

田中絢子 役名-大山金太郎 

幸福について 

前回公演のパンフに書いた「ももちゃん」を覚えていますか？ とある

イベントで出会った、小学生のような容姿をしたイベントコンパニオン

「ももちゃん」前回のパンフで、「ももちゃんとは、事務所が一緒なので、

これから会える機会が増えると思います」と書きましたが、あれ以来も

もちゃんには会えず、その正体を解明する事が出来ずにいました。「もう

ももちゃんに会う事は出来ないのだろうか」とあきらめかけていた時、

別のイベントで出会ったおねいさんから、ももちゃん情報を聞く事が出

来ました。どうやら、ももちゃんの事が気になるのは、私だけではなく、

コンパニオン内でも話題になっていたようです。その情報によると、も

もちゃんは小さい頃、子役として芸能界で活躍し、大河ドラマなどに出

演していたらしく、今でも芸能界で頑張っているらしい。というもので

した。数日後、私は何気なく深夜番組を見ていました。その時、その番組

に、ももちゃんの姿を見つけたのです。そこでももちゃんは、「新舞りあ

す」という名前で出演していました。久しぶりにももちゃんの姿を観る

事が出来て、改めてももちゃんの事が知りたくなり、インターネットで

調べてみる事にしました。すると、すぐに 100 件ぐらいのページが見つ

かり、開いてみると、ももちゃんの写真がずらりと並んでいました。なん

と、ももちゃんはアイドルだったのです。しかもコスプレ系の。某有名ア

ニメのイメージキャラクターに選ばれたときの写真が誇らしげにのって

いました。ラジオやゲームショーなどに出たりもしているみたいです。

私は今まで、何となく、アイドルを軽視していました。「可愛いだけで何

も出来ないくせに。」と。しかし、私はこの事実を知り、ショックを受け

ました。ここ何ヶ月間か、ももちゃんに会いたくてたまりませんでした。

たった数日間一緒に仕事をしただけなのに、彼女の魅力にすっかり取り

付かれていました。この事をさかいに、私の、アイドルに対する考え方が

変わりました。可愛いだけじゃない、人をひきつける何かをもっている。

何だか、「アイドルって良いな。」と思うようになっていました。今ではす

っかりアイドル好きです。私はももちゃんを一生忘れる事はないでしょ

う。本日はご来場いただき、ありがとうございます。 

 

 

 



ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所 募集のお知らせ！ 

 

事業拡大により、社員、契約社員、アルバイトを募集しています。 

●月給：自分で稼げ！   ●年齢：産まれていればＯＫ。 

●勤務地：地球。 ●時間：ご勝手に。 

●休日：適当に。  ●事業：世界撲滅活動。 

●待遇：公演チケットを、そんないらねーよ！ってくらい貰える。 

●応募方法：メールで「社員希望」と明記の上、お送りください、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。  

非常に困ります。  

 

 

「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●メールで「資産を持ってます」と明記のうえ送信して下さ

い。  

瞬く間にご連絡差し上げます。  
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