高橋 先生 小池 武
今回 の芝居 に参加 するにあた り、正 直 に生 きる というのは案外難 しい ものだ という事 を改 めて教
え られた気が した。劇 中、4組 の夫婦 の 中だ けでも嘘が飛 び交 ってお り、彼 らが舞台 の外 で実際
に何 を して い るのかを想像 する と、なん とも大変なものだなあ と他人事なが ら感 じる。 ところが
それが 当事者 となると、途端 に他人事 ではいられな くなるのだか ら困 って しまう。
正直 に生 きる、 と言葉 にすれば簡単 に聞 こえるが、実際には胸 の 内 に秘 めてお く事 の方が多 いの
かも しれな い。 とは言 っても、 もちろんそれは十人十色だろう。皆 さんはいかがで しょうか ?

高橋秋子 関根 涼子
約 20年 振 りの舞台復帰 に戸惑 い、試行錯誤で望んだ今 回 の Stage l
[心 が氷 のように冷 た いメガネザル女 ?!の 役 ]を 演 じるための道 の りは、私 にとって full of
ups and downs"山 あ り谷 あ りな道 で した。ただ、た とえ、 アマチ ュアが集 ま り創 うて きた作

品でも、お客様に、少 しでも愉 しい一 時を過 ごしてもらいた い、皆さまに 【
何 か】 をお届 けする
事が出来ると信 じて、 Best"で 稽古 に望み、今 日のこの 日を迎えます
本 日ご来場 くださった全てのお客様、心強 いスタッフの方々、そ して、今 日まで一緒 に歩んでき
た私 の大切な仲間たちに、心から感謝 の気持ちを込めて……
★ With rnuch love and a vvarrn hug as ever for a‖ of you★
!

井上 幸三 佐 々木 猛
『演劇』 というものに出会 って半年、確実 に言 える ことは、私 の人生 の幅 がものす ご く広が った
ということで す。今 回、演劇初心者 の私 が劇 を始 める こととな ったのは、チ ャイル ドフッ ドさん
との 出会 いが きっかけです。そ こで演劇 に興味があった私 に機会 を くださ り、 こう して役者 と し
て演劇 を して い るわ けです。 この半年 で 出会 った、チ ャイル ドフッ ドさん、 演 出家 の藤谷清六 さ
ん、演劇 『純愛幼稚園』 に携わる方 々 、そ して井上幸 三。人 と人 との 出会 いが人生を導 いて くれ
るものだ と改め て感 じま した。 これか らも、常 に向上心 を持 ち、 どんな 出会 いも大切 に し、 いる
い ろな ことにチ ャ レンジ して い きた いと思 い ます。
「わかんね えもんだなあ、人生 って。全 く。」

柏木雪江 清水えみ こ
今 回 は演劇初挑戦 とな りま した。何事 も見 る とやるとでは大違 い。青息吐息ホ ー ッ ￨こ こ数年、
藤谷先生 には大変お世話 にな り舞台 の演劇 の 中 に琵琶 の音色 を入れ させ て頂 きま した。 この度、
役者 の皆様方、スタ ッフの方々の温か いご指導 を頂 き演劇 の奥深 さと怖 さが分 か りか けてきた今
日 この 頃 で す。 自分 の人生 とまった く別の人 を演 じる と云 う事 は実 は とんでもな く面 白い出来事
なのかも知れ ません。演劇界 に身を置 いてい らっ しゃる方 々 は実 は一 人 で何百回もの人生を味わ
い大変な稽古 を乗 り越 え楽 しんでいるのかも ?
さて、ずぶ の素人大根役者スナ ックのママ雪江役 の私、 一体 どうな ります ことや ら ?

ゴルフの研修生 ひろ し
本 日はお越 しいただき、誠 にあ りが とうございます。今回 この ような機会 を いただ き、 舞台 に立
たせていただける ことに感謝 しています。高校 の演劇部を引退 して以来、 まさか また芝 居 をする
ようになる とは思 ってもみ ませんで した。今回も、多分 これで最後かも しれない、 と思 って い ま
す。毎 日が最後 の 1日 の連続です。 ごゆっ くりお楽 しみ下 さ い。

石倉医院看護自
雨 山 口 貴久子
男 と女 って面倒 くさ い。ホ ン ト、オ トコとオ ンナ って面倒 くさ い。 でも、 どうや らそれが いい ら
しい。そ うは言 っても面倒 くさ いと、改めて感 じずにはいられな い。
話 しは変わるが、最近、身近 に大変役立 つ演技 のお手 本 を見 つ けた。 4歳 の甥 っ子である。人生
初 の事柄 に出会 う機会 の多 い彼 の行動 は、 非常 にシンプル 。オ トナになると余計なものがいっぱ
いつい ち ゃうらしい。それで いて、妙 に奥深 い言葉 を発 した りと、観察 の しが いがある。単なる
オバ 馬鹿 かも知れな いが 。
本 国はお越 しいただきあ りが とうございます。 八 日一 山梨、 ひ ょんな ことか ら参加 させていただ
くことにな りま した。役柄 のお 陰 か、わが まま放題、 自由にや らせ ていただいています。 どうぞ
お楽 しみ くだ さ い。

