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～Love and laugh, in the whole world!～ 

ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所 

演劇祭参加作品！ 

世に棲む日々 

飛ぶが如く 

燃えよ剣がゆく 

 

 

Official pamphlet  

発行及び著作権者：ＳＨＯＳＡＫＵ事務所 

 

本パンフレットは参考資料として文章のみ組み合わせたものです。 

実際のものとは異なります。 

 

 

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 

 

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。 
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スッタフ 

音響       グィタァ（ネグィタァ） 

音源製作     グィタァ（ネグィタァ） 

照明       三枝歩 

照明助手     天澤朋（AXIAS） 

照明オペレーター 山口真奈（たこやきキラーズ） 

舞台美術     司馬いぬ（ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所） 

舞台美術     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） 

演出       ＳＨＯ-ＳＡＫＵ事務所の狂った面々 

脚本 製作総指揮 ＳＨＯ-ＳＡＫＵ 

 

協力（順不同） 

早稲田大学  三井住友銀行  新宿サニーサイドシアター 

松竹芸能 （株）Ｄ-アスリート 宮城太一（天心） 

ドトールコーヒーショップ荻窪駅前店 エクセルスッタフ 

京王電鉄 ラーメン屋じゃかじゃか 旺文社  ＮＨＫ  

沖縄国際大学演劇部マカロニ王国タタン  ＢＡＲあるてま 

調布第７小学校の皆さん Witch Entertainment 

地方文化財団法人   マクドナルド荻窪店  
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作演出：花房尚作 

本日はお忙しい中、御来場頂き誠にありがとうございます！  

ＳＨＯＳＡＫＵ事務所は、僕が劇団の理不尽な体質に嫌気がさし、自作

自演の一人芝居をする目的でつくった事務所でした。だからチームプレ

イをやる気はサラサラありませんでした。しかし一人芝居の戯曲を書い

ていると、「もっと出演者がいればこんな事もあんな事も出来るのにな～」

と思うネタが沢山あり、機会があればやりたいなと考え始めた時に、演

劇祭の話が舞い込んできて、「これも運命かな？」っとか思ったりして、

「じゃーイッチョやったるかーっ」て感じになった訳です。という訳で、

この公演はプロデュース公演になります。劇団の公演では無いので一応

ご了承下さい。で、折角の演劇祭なので、他の団体との差別化を計る為

に、どうしても普通の芝居はしたくありませんでした。テーマが『幕末』

と決まっていたので、当初は室町幕府の幕末をテレビアニメの「一休さ

ん」でやろうと思いました。わかりにくいかもしれませんが、ずーっと徳

川幕府だとお客さんに思わせといて、ラストで「一休さんの世界の話で

すよ～」、「室町幕府かよ！」ってオチで終わらせようとしたのです。何と

素晴らしく下らない話でしょう。それなりに資料もそろえて、途中まで

書いたのですが、この話をリアリティーのある物にするには、余りにも

設定の締め付けが多く、芝居の広がりを感じなくなったので辞めました。

で、次に考えたのが今回の『世に棲む日々飛ぶが如く燃えよ剣がゆく』で

す。そもそも論として、歴史物というものはかなり好い加減で、そのほと

んどは嘘です。妄想です。まぁ、嘘で覆って面白くしないとお金に成らな

いので仕方がないのですが、それにしても嘘ばかりです。最もひどいの

が新撰組で、彼らは国の将来など考えず、己の利益のみ求めて多くの人

たちを殺しました。誤解を恐れずに言うなら、オウム真理教みたいなも

のです。しかしながら彼らを英雄視する者がいる。おそらく１５０年後

にはオウム真理教を英雄視する歴史小説が現れ、彼らは英雄に成るかも

しれません。つくられる歴史に翻弄されるのはうんざりです。ですので、

いかに下らない事柄を真面目に一生懸命やるか、そこに今回の芝居は賭

けてみました。今回の公演に参加してくれた、才能溢れる役者陣、優秀な

スッタフ陣には感謝しています。ありがとうございました！ そして御

来場頂いたお客様、ありがとうございます！ この公演が終わったら無

人島でマリファナを栽培して生きていこう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。それでは。  

 

 

出演者紹介 

廣瀬康幸   師範代役  

プロフィール 

「ウルトラマンビーム」にて「幸太郎」役で活躍。子供達に絶大な人気を

得ている。他、ＴＶＣＭ「ＹＡＭＡＨＡ,ＭＯＲＴＥＲ,ＣＹＣＬＥ」  

環境問題について 

家に幸せウサギが来たのは、僕がまだ大学生の頃でした。当時、UFO キ

ャッチャーが流行っていて、丸い透明な壁の向こうから、卑屈な笑顔で
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こっちをじっと見つめていたのです。まさか取れるとは思っていなかっ

たんですが、穴に転げ落ちるようにしてやって来ました。家に来てから

は、ホコリにまみれ、耳には醤油が付き、それでもほったらかしにされ、

あまり幸せとは思えないような生活の中ででも、幸せそうに卑屈に笑っ

ていました。今では眉真にしわが増え、怒りながら笑っているように見

えますが、それでもしあわせそうです。たまに洗ってやると、うれしそう

にそこらをトコトコかけまわりますが、足がドラえもん以下のため、ち

ょっとした段差にとても弱いので、思い切って家を超バリアフリーに改

造しました。我が家の床は一枚岩です。掃除も楽です。ウサギもうれしそ

うに歩いてます。でも耳の醤油は落ちません。本人は見えないので気づ

いてないようですが。そういえばもうすぐ 16 歳です。そろそろ自我に目

覚め、この家を出て行くと言い始めるのでしょう。頼もしいような、少し

寂しいような。あ、飛ぶ練習も始めました。野生に戻る日も近いようで

す。では。  

 

 

花房尚作  糸井重里役  

プロフィール 

ＮＨＫ大河ドラマ「利家と松」にて「卓蔵」役で出演中。文化放送にて「俺

ってライオン？」好評放送中。 

俺てきエッセイ（「週間文集」2000 年 6 月号掲載） 

僕は２３才～２５才までＢＯＳＴＯＮで生活していました。とても美し

い町で、歩道のベンチに座っているだけで、まるで映画の１シーンに居

るかのような錯覚を起こします。アメリカ周遊もしましたが何処よりも

美しい町でした。僕はケンモア・スクエアと言う所に住んでいたのです

が、歩いて５分の所にＢＯＳＴＯＮレッドソックスのホーム球場（フェ

ンウェイパーク）があり、モーボーンやカンセコを応援しに、試合がある

日は一人で毎日の様に通ったものです。良く言われる事ですが、メジャ

ーの球場は選手と観客の距離が非常に近くて、物凄く面白いです。値段

も１５ドル（ネット裏で）程度です。日本の場合は 5,000 円出しても、

選手の表情なんか見えないですからね。応援がうるさいですし、何とか

して欲しいものです。だけど無理でしょうね。で、ＢＯＳＴＯＮと言う町

は学園都市で大学がとても多い。ハーバード大学やらマサチューセッツ

工科大学やらボストン大学やら、大学てんこ盛り状態です。休日は良く

それらの大学に遊びに行きました。そうそう。ハーバード大学のグラン

ドで遊んでいた時のことです。グランドでアメフトをやっていると、メ

ガネをかけたおっさんが「俺も入れてくれ！」と言ってやって来ました。

仕方がないのでメガネの彼も入れてあげて、軽くミニゲームを始めまし

た。そのメガネは僕のチームだったのですが、まったくのヘナチョコで、

全然役に立ちません。結局僕のチームは負けてしまいました。その試合

のラストのことです。僕が投げたロングパスを、何故かメガネがナイス

キャッチしてタッチダウンを奪ったのです。メガネは相当嬉しかったの

でしょう、僕に「私にパスを出してくれてありがとう！ 君は親友だ！」

と言いました。そして「私は会社を経営している、君も来ないか？」と誘

われました。いやいや、来ないかも何も、このミニゲームと何の関係も無
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いだろ？ と思ったのですが、余りにもそのメガネがうるさいので、マ

イクロ何とか言う会社に何度か足を運びました。そのメガネは「ビル」と

言う名前で経済界では有名な人だそうです。今でも良く電話が掛かって

来て、色んな事を話します。人と人の縁というのは本当にわからないも

のです。 

 

 

伊藤俊輔（Ｍ☆Ａ☆Ｓ☆Ｈ）  石坂浩二役  

プロフィール 

出演作品『張り込み』(監督：篠原哲雄) 『富江～ｒｉｂｅｒｔｈ～』(監

督：清水崇) 『ＷＡＳＡＢＩ』等。今後の出演作品『花』(監督：西谷真

一 来春公開) 七面鳥歌劇団１１月公演。  

「人口増加問題について。」 

本日はお忙しい中お越しいただきありがとうございます。いや、忙しい

と言うだけではない。今東京では色々な所で面白そうな演劇が公演され

ている。シアターアプルでは小堺一機さんの『小堺クンのおすましでＳ

ＨＯＷ』の第１８回公演［～素晴らしいかな？人生～］がやっています

し、帝国劇場では松本幸四郎・松たか子親子共演『ラ・マンチャの男』が、

シアターコクーンでは蜷川幸雄演出『夏の夜の夢』が、パルコ劇場では小

泉今日子・陣内孝則・小林聡美・段田安則・八嶋智人などが日替わり出演

『おかしな２人』が、厚生年金会館では小林寺僧侶によるエンターテイ

メントショー！『ＳＨＡＯＬＩＮ ＷＨＥＥＬ ＯＦ ＬＩＦＥ 小林

寺（生命の輪）』が公演中です。その他にも沢山の劇団が他劇場で公演し

ています。そんな中それら公演を「蹴って」わざわざこの芝居を見に来て

くださった皆様に多大な感謝を致します。と同時によっぽど暇でひねく

れ者なんだなぁ、なんて思ってしまいます。あっ、でも『役者に知り合い

がいてチケット買ったんで見に来ただけなんで・、演劇の事とかよく知

りません、つーか『ＤＲＩＶＥ』を知らない？！え？ちょちょ・ちょっと

待って。こんなカルトな演劇知ってて『ＤＲＩＶＥ』を知らない？…てこ

とは何？もしかしてウチラって『ＤＲＩＶＥ』より知名度あるんだっ！

やったーっ！！違うよね、うん、スイマセン、調子のりました、ご免なさ

い。でもね、『ＤＲＩＶＥ』だけじゃないよ、今やってる映画。『アイス・

エイジ』マジで面白いよ。泣いちゃうよ。パルコパート３、８Ｆシネクイ

ントでレイトショー上映してる、『裸足のピクニック』『ひみつの花園』

『ウォーターボーイズ』の矢口史靖＆鈴木卓爾が贈る傑作短編コメディ

ー集『パルコ・フィクション』も必見！真野きりなや唯野未歩子、近藤公

園、田中要次など出てくる役者が皆個性的ですばらしい！あ～あんな映

画に一度でいいから出てみたい。あんまり面白くて２回も見に行きまし

た。銀座（シネ・ラ・セット）でしか見れないけど『白い船』は良いらし

いですよ。あっ『少林サッカー』見た？辛口の友達が声をあげて笑ったと

言っていました。『猫の恩返し』は？ ハル・ベリーの『チョコレート』

もこんだけさわがれると見たくなるよね。『ピンポン』は原作のがおもし

ろいです。いや～、映画ってホントいいよね。考えただけでワクワクする

よ。でももうちょい安く見られたらなぁー、なんてそれは贅沢な悩みか

(^.^)、って馬鹿！バカバカ俺の馬鹿！もっと高いんだよこの芝居～。７

００円～。エピソード２の４割増しって嘘だろっ！制作費１億分の１と
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かだぞ、きっと。いやもっとか・？も～どうでもいいや。つーか誰だよオ

マエ、もう自分が誰だかわからなくなってきた。結局この芝居見に来て

る人ってどういう人なのよ？こんだけ素晴らしい作品無視してサニーサ

イドって！ん？……ちょっと待てよ、何もそれら作品をお客さんが見て

ないとはかぎらないじゃないか。はっ、そうかわかったぞ謎が解けた！

コレを見に来てるお客さんは皆超ブルジョアの坊っちゃん嬢ちゃんで、

毎日暇をもてあまして作品という作品は全部見尽くして新しい物を求め

てさ迷い歩いてやっとたどり着いた人達なんだ！だから心はいつも穏や

かで何を見ても皇族みたく何時も微笑んでいる人達なんだ！なーんだ良

かった安心だ、これで気持ち良く本番乗り切れるぞ～(^.^)！！  

↑   

このように、妄想による思い込みにより本番前の緊張と重圧に悩む全て

の小劇場の役者はキンチョーをほぐしています。  

※また僕の所属する事務所Ｍ☆Ａ☆Ｓ☆Ｈでは上文に登場した演劇、映

画を見ている、または興味があるで、邦画の詳しい就職口探してる頭の

切れる可愛いマネージャー志望の人（男女問わず）探してます。もしいら

っしゃいましたら下記にご連絡下さい。面接＋簡単な試験の上社長に紹

介させていただきます。ちなみにＭ☆Ａ☆Ｓ☆Ｈは個人事務所なので社

員は社長（女性）しかいません。所属する役者は僕を含め８人。田口トモ

ロ ヲ さ ん な ど が 所 属 し て い る 事 務 所 で す 。 連 絡 先 ： メ ー ル

〔m.a.s.hun@ezweb.ne.jp〕携帯（あまり取れません）〔09080455489〕  

 

 

田中絢子 道場主の娘役 

プロフィール 

ＴＶＣＭ「ＶＩＣＴＯＲ」。ＣＤ「ちょこっとハッピー」。 

「幸福について。（「週間テレビジョン」2002 年 3 月号掲載）  

私は普段仕事でイベントコンパニオンをしているのですが、７月中旬に、

とあるイベントがあり、そこで私は素敵な女の子に出会いました。彼女

は同じブースのコンパニオンで、みんなに「ももちゃん」と呼ばれていま

した。彼女は小学生くらいの、ランドセルが似合いそうな容姿ですが、19

歳でした。声、身長、服装、どれをとっても、そこらへんの小学生にひけ

をとりません。休憩室では、ほかのブースのコンパニオンが声をかけま

す。みんな気になるのです。事務所どこ？とか今までの仕事は？とか、身

長とか。そう、コンパニオンとしてはありえない小ささなのです。注目す

べきは髪型でしょうか。綺麗な長い髪を、とても綺麗にセーラームーン

にしています。みなさん、想像してみましょう。そんな子がビックサイト

辺りで業界人を相手に商品の説明などをやっている所を。そりゃ目立ち

ますよ。見せてあげたいです、本当に。しかし、一番書きたいのは、、、展

示会というのは、ご来場頂いたお客様の名刺を頂くのが目的みたいなと

こがあるんです。決まり文句は「お名刺、頂けますか？」しかし、向こう

も何時も快く渡してくれる訳ではなく、「いや、切らしちゃって。」などと

言い逃れる方もいらっしゃるのです。しかし、彼女が、「お名刺頂けます

か？てへっ！」なんて言うと、切れてたはずの名刺がどこからともなく

出てくるのです。他のコンパニオンが苦労してようやく頂けるお名刺も、

ももちゃんにかかればイチコロです。ももちゃんには一体どんな力があ
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るのでしょうか。短いイベントの期間内では、それを解明することはで

きませんでした。が、ももちゃんには、人をひきつける何かがあります。

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。その時またももちゃんといっぱい話をしてみたいと思います。

本日はご来場頂き、誠にありがとうございます。  

 

 

関根政幸  森田一義役 

プロフィール 

ハリウッド映画「season in the sun」のオーディションに見事合格！  

「芝居を始めた理由。」 

とある女優さんに芝居を始めた理由を聞いてみた。高校の同級生の大嫌

いな女が声優で売れてるらしい。「こち亀」のレギュラーの役をやってる

とか。ラジオもやってるとか。それが納得いかない、らしい。「アイツに

出来るならワタシに出来ない筈が無い」「ワタシだったらもっと凄い事が

出来る筈」、あと、「ワタシの方がカワイイ」と言う事らしい。それを話し

てくれた後に「絶対に誰にも言わないで、他の人には言ってないんだか

ら。つーか何で私こんな事話してんだろ…」とか言ってた、気がする。ま、

いいや。俺は彼女が苦手だったんだけど、それを聞いて以来凄く好きに

なった、彼女は今も何処かで芝居をやっているのだろう。  

 

 

 

川崎祐太  浜田幸一役  

プロフィール 

芝居で飯を食っている奴は、間違っていると思っている。三田佳子の息

子と唐組で頑張っています。  

「アフガン問題について。」 

先日、稽古の帰りの電車で、隣にいた女の人の脇の下に、カメムシがもぐ

って行きました。虫の気持ちは分かりません。僕の友達に三田という人

がいるのですが、この人の考えてる事も良く分かりません。あと、僕の地

元の四街道市ですが、田舎なのに駅ビルを建設中なのも良く分かりませ

ん。今日はお越し頂き、ありがとうございます。 

 

 

 

 

著作権者:SHOSAKU 事務所  連絡先:090-4961-6521 

メールアドレス:info@sho39.com 

ホームページ:http://www.sho39.com 


