新劇的 で もない、 ア ングラ的 で もな い、藤谷流
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藤谷 さん と初 めてお会 い したのは、「友情 。ある半チ ョッパ リとの 45年 」 を韮崎で公演 し
た時か らで、その後 「友情 ・・」「内 はホ ラホ ラ外 はスブスブ・・」「べ っかん こおに」 と
甲府 に呼んでもらい、昨年 は 「翔 べ な い二 人」 で藤谷 さんの作品 に出演 した。
今回、初 めて、藤谷 さんの作品 の稽古 に参加 し、私 な りの意見 も言わ せてもらって い る。
藤谷 さんの作品世界 は渇 いてい る。 け して ウエ ッ トに流れな い。人 の心の装 に鋭 く切 り込
んで、 現代 を実 り出す。そ して不思議な ユ ーモアが全 編 に溢れて い る。
ところが藤谷 さん 自身 はむ しろウエ ッ トで情がある。 ユ ーモアは作品 そのままだ けれ ど。
逆の作家 も多 くい るので、私 としては、 あ りがた いので ある。その情 に甘えて、 甲府 で何
度 かの上 演 を実 現 したのだ。
劇団 のメンバー にも層￨1染 みの人が増 えた。演劇 (そ んな 固 い言 い方 ではな くて、 お芝 居 の
ほうが相応 しい)に 対する向 か い方 も理 解 で きる。真摯 に藤 谷 さんの世界 を具 現化 して いる。
新劇 的 でもない、 アングラ的でもな い、藤谷流 のお芝居 の世界 を存分 にお楽 しみ くだ さ い。
私 たちは、今 年末 ダイアナ 。ブ ロ ックホ ーベ ン原作 「ジュール さん との 白い一 日」を翻案
して上演 します。老人の死 とその妻 と 自閉症。濃密な 24時 間 の物語 です 。

桜座 とい う劇 空 間で織 り成 され る、藤谷 ワール ド
八 ロー 山梨演劇塾 「YaYaYa」 の皆様、 15回 目の公演 お 目出度 うござ い ます。
・
作 演 出 の藤谷 さんのお嬢様、関根 涼子 さんは、音、私が主催 して いた演劇塾 の生徒 さんで、
今夏久 し振 りに甲府 で再会 し、その時、お父様 の藤谷 さん と初 めてお会 い し、そのままグ
ラスを片手 に夜遅 くまでお芝居 の話 をさせて頂 きま した。
藤谷 さんの演劇 に対する、深 くて熱 い思 い は、私 の演劇 の師匠 である仲代達矢 さん と重
なる所が 多 く、 また、 あ らゆるジャンルの演劇 にも精通 され、 美術や音楽等 に対 しても造
詣 が深 く、後 で、今 までの作品 の DVDや 資料 を見せても らいま したが、 とても豊 かな知
識 と想像力 で、御 自分 の世界 を、そ して、面 白いお芝居作 りの為 に、長 い年月 とエ ネルギー
を使われ て きた方なのだ と思 い ま した。
さて、今 回 の 『純愛幼稚園』男女 四組の一見明る く、また妙 に寂 しい一夜 の物語 ですが、
私 は台本読 ませて頂 き、 この作品 は、大人のメル ヘ ン物語 かな と思 って い ます。
劇 中 で唄われ る、藤谷 さん作詩 の歌 の 中 にも この ような歌詞があ ります。
「怖 か った一 日でも、そ っと瞳を閉 じれば朝がや って くる。暗 い夜 は いつ までも続 かな い。」
と、 ともあれ、東京 にも無 い素敵 な桜座 という劇 空 間 で織 り成 される、藤谷 ワール ド。私
はあず さ何号 かに乗 って期待 に胸 を弾 ませて伺わせて頂 きます。
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湯澤 妃保
桐朋学園大学芸術科
演濠1コ ース専攻科卒業
劇団俳優座入団
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舞台 /夏 の夜の夢 (俳 優座)
ドラマ /武 田信玄 (NHK
大河 ドラマ)暴 れん坊将軍
他作品多数出演

巧み な会話 が繰 り出す真実 の嘘 と嘘 の真実
「純愛幼稚園」
。 はじめて藤谷さんからこのタイ トルを伺 ったのは、 とある甲府山城 の居酒屋
である。私 の生涯の生業 と勝手 に考 えて いるタト
句 とは全 く縁のなさそうなタイ トルだと思 って
いた。 しか し、台本 を読ませて いただ くと、その内容 は、俳句に必要な 「象徴 ・間 と転換 ・受
け手が補完 のための仕掛け・意外 性」が全て含 まれて いたのである。脚本の奥の深さに感銘 し、
コメン トを寄せさせて いただ くこととした。
。キ リス トの顔 は、観客が理解 しやす い 「補
第一場 のはじまりは 「最後 の晩餐を模 した構図」
完 の仕掛 け」であ り、 ユダは独 りではな く、共謀 して裏切 り者 になる芽を覗かせる。舞台が観
客席 で、観客席が舞台 という設定 も表現者 と我々の境界 を取 り払う。そ して、第一場 で古 き良
き時代の宴に誘われて しまうだろう。夢久美会 の憲法な ど誰も守 る者 はいな い。 いつの間 にか
俳人 「 夏渡」 同人

1姜 部 李嗅

第二場へ の転換 が準備 されて しまう。真実の嘘 と嘘の真実。繰 り出される 4組 の巧みな会話 の
や り取 りは、具体的であり抽象的でもある。そ して、第二場では じめて、おそらく観客 が感 じ
ている 「純愛」 という言葉へ の違和感が払拭 されるのだ。さて、かつて藤谷 さんのお芝居に出
演させてもらったが、一度舞台を共にした方 とは強 い絆 で結 ばれたような気がする。今回新 し
い表現者 力油日
わった と聞 く。舞台の成功 と共 に、藤谷 さんの展開す る芸術活動の裾野が広が り、
これからも益々活発に続け られて い くことを期待 してやまな い。

ヽムに￨な りまし￨た
お芝居の挿入歌がアル′
―
ヽ
ただき早いもの￨で ■01年 近くな￨
藤谷清六さんの舞台に音楽で関わらせてし
そして制作した曲も年々増え:今 回ついにアルバムが完成しまし.た :
ります。
内容はチャイル ドフッ ドが初 めて舞台出演 を した 『平成龍宮事情』 か ら今
回 の純愛幼稚園 の子守唄まで、爽やかな恋愛、涙 を こらえる大人 の恋、夫
Ｉ
一

婦の愛、そ して桃やあず さなど山梨 らしさが出ている歌な ど、幅広 い年齢
層 に聴 いていただける 10曲 です。音楽があれば楽 しい時にはもつと幸せ
な気分になれたり、悲 しい時には我慢せず涙を流す ことが出来たり。音楽

作山 0歌 指導
チ ャイ ル ドフ ッ ド

2003年 Ettnaと Mayumiで チ ャイル ドフッ ドを結成。
2008年 に Shimoを 加 えて現在 3人 で活動 中。
富士の 国や まな し国文祭 2013イ メー ジソング担当
アルバム 「大切 な時間」「純愛幼稚園 の子守唄 」発売中

!

が人生の支えになることは沢山ある と思います。 この 10曲 が舞台挿入歌
の枠を超え、様々な人生に溶け込み、一人でも多くの方の心の支えになれ
ることを願 っています。今回の舞台挿入歌 『純愛幼稚園の子守唄』 はアル
バムタイ トルにもなっています。さあ、
本番で役者 さん達がどんな風に歌 っ
てくれるので しょうか。毎回それが最高の楽 しみです。

聞 き覚 えがないはず なのに懐か しい
この タイ トル は間違 って いる。「純愛幼稚園」 の台本 を読み進 むにつ れ、その思 い は深 まる。
冒頭、 8人 の大人達が別荘 で酔 って騒 いで、翌 日は皆 で ゴル フコンペ を予定 して いる。
…なん とも羨 ま しい。 は しゃぐ気持 ちに子供 のような純粋 さを感 じた。 しか し、その先 は
デ ィープな大人の世界が待 って い る。それぞれの思惑で、 自然 と夫婦 でない男女 二 人 だ け
の空 間 が出来上がる …。 この舞台 では、 多 くのお座敷小唄 が使 われて い る。 自身、昭和 の
生 まれではあ りますが、 まだまだ若手。「懐 か しの昭和 メロデ ィー」 と言われ ても、 この
舞台 で流れる小 唄 は聞 き覚 えの無 い ものばか り。それでも 「懐 か しい感 じがする」 と言 っ
て しまえるのは、その頃の匂 いを持 った人達 の言葉や雰囲気 のせ いか も知れな い。
一 方、現代 を代表す るチ ャイ ル ドフッ ドの曲は穏やか で、歌詞 は底抜 けな優 しさに包 まれ
ている。 まるで、独 自の憲法 七 ヵ条を掲 げた 「夢久美会」 のメンバー を見守 る、 キ リス ト
の絵画 のようだ。 台本 を読み終 えた とき、 この タイ トルの秀逸 さを思 い知 った。登場人物
達が 「青 二 才」 と言 われるのな ら、私 はそれ どころの青 さではな いとい う事だろうか。

井 台監督

山 口 寛幸

ああ、懐 か しの 昭和 メ ロ デ ィ ー お座 敷小 唄
これは、 このお芝居 のサブタイ トルです。昭和 20年 代、 つ まり私 が小学生の頃、町 は戦後 の ド
サクサ、食糧難 でけたたましい貧困の中 にあ りました。 日本酒に 2級 酒 というランクがあ り、親
父 の命令 で焼酎 の量 り売 りを買 いに行 かされた私 はそれが嫌でたまりませんで した。わずかな お
金を手 のひらに堅 く握 りしめ、夕暮れ の道を友だ ちに見 られな いように歩 いて行 きました。大人
たちの楽 しみと言 えば、比較的広 いお座敷 のある家 に集 まって、手作 りのおつまみを食べ ながら
『ト
皆 で安酒 を飲 む ことで した。やが て手拍子 で歌 い始 めるのです。それが このお座敷小唄で した。

作・ 演 出

藤谷 清 六

『芸者 ワルツ』などなど、
『ヤ ッ トン節』
ンコ節』
皆 で大声 で歌 いなが ら訳 のわか らな い冗談を言 つ
て笑 い転げていま した。私 たち子供 もおつ まみのお こばれを頂き、結構楽 しく遊んで いたのですも
この情景 を現代 の舞台 として立体化 して大人たちの哀 しい一 晩 の物語 を書 いてみま.し た。 ひよつ
ういうも￨の ￨か
とすると、黒髪で足の短 い豊葦原瑞穂 の国の私 たちにぴった しのミュージカルはこ―
も しれません。劇団 NL下 の賀原夏子 さんが生煎 Fた めにな る芝居はや らない 1コ ￨や ● レ‐
￨‐ ￨
キ

‐
ていましたが、
‐
私も大賛成です。そんな訳で今回もまた十分に『ためにならないお芝層』
‐
です.が ヽ
最後 まで ごゆっくり￨お 楽 しみ下さい。
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今回初 めて藤谷先生 のお芝居 「純愛幼稚園」 に出演 させて いただ きま した。私、脳梗塞 で左 半身
不随、そ の上 、 ろれ つ は回 らず四 苦八 苦、毎 日憂鬱な気持 ちで、病院 で り八 ビリを受 けてお りま
した。突然、病院 に見舞客 があ りま した。何 と藤谷先生 と共演者佐藤員佐美 さんで した。 枕元 に
台本 をおかれ、帰 り際、藤谷 さんは 「病 は気か ら、 病気 は 自分 で治す もの 1植 松 さん舞台 に復帰
しま しょう。」 と誘 って くれ ま した。そ の晩、ベ ッ ドの上で、徹夜で台本 を読み ま した。 面 白か っ
た。翌 朝、先生 に電 話 しま した。「先生、先生、植木屋竹蔵役 を下 さ い。」 と哀願 した。佐藤員佐
美 さん と練習 に練習 を重ねた。少 しず つ だが、手足が動 くようにな った。ろれ つ も回 るようにな っ
た。 練習 が功 を奏 したのだ。藤 谷 さん、 貴方 は名医 で す !佐 藤 さん、 あなたは名看護師です。

お梅さん 佐藤 員佐美
私、二役や った ことになるわ。私 は、 この度縁あって藤谷先生 のお芝居 『純愛幼稚園』 に出演 させ
ていただきました。藤谷先生 のご指導よる しく楽 しいお芝居で した。私、女中役 「お梅」役 を演 じ
ました。相手役 は植木屋 の植松 さんで した。私 は藤谷先生 のお伴 で、病院に見舞 いにい きま した。
この時、植松 さん とは初対面 だ と思 ってお りま したが、以前、市川大門で私が歌 った相撲甚句 を聞
いて くれて いたのです。私 も以前山崎方代 をモデルに した朗読劇 『山羊 に引かれて 円楽寺参 り』 を
見 たことがあ りました と病院で演劇論 を戦わせ ました。私 も交通事故で体調 を崩 し十分 な練習 も出
来ず皆 さんにご迷惑おかけしま した。藤谷先生、素晴 らしいお梅 さん役、有難 うございま した。植
松 さん とは同病相哀れむ ことな く同病相励 ま しあ い練習 を重ね ま した。練習が体調回復 に役 立 った
とすれば、今回のお芝居で私 二役や った ことになるわ。

石倉先生 青戸 涼輝 一―

……………

八 日一 山梨演劇塾 「YaYaYa」 の舞台 を初 めてや らせて いただ きま した。 どうぞ、名前だけでも
よか った ら覚 えていっていただける と幸 いで す。今回 の役 は、年齢差約 30歳 年上 の初老 の紳 士。
ベ テ ランの共演 者様 に、 もまれ つつの 出演 で 出番 は少 し短 めですが、 現時点 でのやれる最大 限 の
演技を以 て臨み た いと思 い ます。 稽古 の 中だ けでも大 いに成長 でき、今 回参加 させて いただけた
意味 はこれだ けで十分 な …少 し硬す ぎますね。 この度 は桜座 にご来場 くださ り、誠 にあ りが とう
ござ い ます 1少 し長 いと感 じる方や、短か った と感 じる方 も いるかも しれ ませんが、 ゆった りと
…肩 の力を抜 いて見 ていって くだ さ いね !そ れでは〜
石
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藤谷清六 さんに初 めてお会 い した際 に 「純愛幼稚園」 の台本 を いただ きま した。私 は活字 を見 る
と眠 くな って しまうのですが、 面 白 くて一気 に読み ま した。そ して、石 倉節子役 の ことばか り考
えて い ま したが、その節子 さんを私 が演 じる ことにな りま した。藤谷 さんの芝 居 は、 奥 が深 くて
登場人物 をよ く理解 しな いと全 く演 じる ことが 出来 ません。芝居 は初心者 です 。 この台詞 は、 ど
う い う意味があるのか分 か らな くて悩んで い る と、稽古 の後、藤谷 さんは、補習授業 を して下 さっ
て私 に ヒン トを与 えて下 さいます 。芝居 は、役者、裏方 スタ ッフ、そ してお客様 にも御参加 いた
どうぞ 。
だ いて一 緒 に創 って い きます。 お芝 居 の後、 しんみ りとほろ苦 いお酒 でも

塩沢龍太 望月 タダシ
「何 で芝 居や ってるの ?」 って 聞 かれ る と 「面 白いか ら。」 主張があってや ってるわ け じゃな い。
世 の 中を変 えた いとか、人 を啓蒙 した いとか、そ んなん じゃな く、たまたま今 自分 が知 ってるも
のの 中 で一 番面 白いのが芝 居 だか ら 。・ 。それだけの話。
芝居が麻薬的 に面 白いのは、役 を演 じる事 で普段 の 自分 には思 い もよらな い別 の 自分 と出会 える
快感。突然、今 まで会 った事 もな い 自分が 目の前 に現れ る。そんな時は 「ああ、 こん な 自分 も俺
の 中 には隠れて いたのか。」 と、少 し赤面 しなが らも 「ム ヒヒヒヒッ」 と一 人快感 に浸 って しまう。
そ していつ か大人 にな った本 当の 自分 とも出会 えるような気が して い る。

塩沢 晴海 輿石 麻美
「あなたたちの中で罪を犯 した ことのない者が、まず、この女 に石を投げな さい」 (ヨ 八ネ福音書 8)
罪 を犯 したことのな いものはおらず、自分の正 しさを根拠 に人を裁 く権利を持つ者 は誰 もいな い。
そ して、一人 の人間の罪 は、それを傍観 して いる人の側 にもあ り、一人の人が罪を犯す事になっ
た背景 にある社会的責任 は社会 のすべての人 にある。キ リス トはその女性を裁き、排除する こと
より、そ こで起 こった問題をみんなの問題 として受け止 めることを求め、その人の立ち直 りのた
めに赦 しと愛 と―
を与えましたも身をかがめて指で地面 になにか書 きなが ら・・ 。人び との罪 を書
‑7注
‐
自は、我が道を行 くその自由なキ リス トの姿 !心 の中は常 に柔軟、 自由であ り
いて いたのか
たい t・ 。今 日￨こ の頃です。 ￨

