
ただモこに在るだけで、表現者であるという  
境地へ至る、凄まじいまでの道のり。  

たと思った．と．語った・ 二謎が解けた二披があん  

なにも憬れていた表現者に見リi転身したその分けが  

解ったL フィクションだと悟った時、首吊りは故にとって  

牛き残るための址後の手立てだったという真実なる息  

東京バビロン企画  

rBOTTOMLESS／井戸に妃憺される用達  
2005．1り8・11／9 於：pit北／区域   

その刻私は稚んでいて、砂利の上をタイヤがゆっく  

りと進んでいる音やスーパーの買い物袋をガサガサと  

執刀出す晋、小のドアをバタンと閉める首などを、風の  

昏とともに聴いていた・ そう旨いたくなるように、  

それらの昔は時が鮮つにつれてより鮮やかに、あたか  

も生前の記憶のように、私の脳裏に蘇ってくる・。  

首くくり拷象のアクション（昏紳）のパフォーマンス）に  

彼の庭劇場で初めて立ち会って、私の記憶の中で日々  

更新されていく、その周囲の風紋の不思議な印象は、  

旨くくi）拷象その人とその行為をすべて消し去り、私  

が生きていた時のかけがえのない生活の音を送り届  

けてくれるとバ■えばある程度は何かが伝わるだろうか．   

私個人の経験においては、旨くくり拷象のアクショ  

ンは（彼の家の庭すなわち）屋外においては、世界  

を映す範となり、劇場においては風景がいったん遮断  

される為に、観る者の無意謙を映す鏡となって、凄ま  

じい人問の撃実に立ち会うことになるのだった。しか  

しこのことは彼に何もしないことを強制する無慈悲な  

行為でもあると云えて、彼は密かに救済を求めるよう  

に表現に憬れていたように思う二」そしてこの憬れの実  

行か隼き残るための手立てであると云えて、しかしこ  

れは・生かかるかも知れないと思い、いや不■叶能で  

はとも考え、彼のアクションとのコラボレーションはいつ  

のまにか封印していたようである〕ところがこの怠惰な  

思考が鉄槌を受けることになる。なんと彼が表現の領  

苦しい地獄から解放された  

瞬間だったのだご」いかに彼  

にとって首吊りという行為か  

日々の孤独な日常の【机二埋  

没してしまおうと、痛みと悲  

惨に1’】分を追い込む演出を  

いつのまにかしていようと、  

真実なる生々しい行為には  

変わりなかったのた，これ  

以来披にとって首榔フという  

アクションは彼が意識しても  

しなくてもフィクションであi）、  

表現というものの板底に触  

れる行為となったのだそ  

の外はフィクションであるとい  

う覚醒を経験したからこそ、  

おそらく彼自身の思惑さえ  

超えて、どこまでも明るく、  

生きて在るという肯定的な  

諦観に満たされている こ  

のとき我々はあらかじめ、生  

身の重さから、あるいは見る  

に耐えない人間の素顔から  

解放されているのだこここ  

らも遠く、人間が存  

在することの幸福な  

諦観に満ちて、仔ん  

でいる・ t．これが  

宗教画を観ているよ  

うだったとか、古代  

ギリシャの画を連想  

させられたというアン  

ケートにも何えて、し  

かしここで、観てい  

る者が観ているその  

ことから連想に誘わ  

れることには理由が  

あると云えて、二人  

は表現という領野に  

降l）l∑った体しい存  

在者なのだ。いかな  

る表現からも解放さ  

れている表現者で  

あり、ただ在ることの  

みで絆されている表  

現者と云えるだろう。  

あたかも私たちは隼  

きて在ることの厳し  

さと幸福感に皮t）そ  
撮影く2貞とも）／阿波根治（スタッフ・テス）から披という表現体は歩き  

始め、いかなる悲惨をも受容できる危険に満ちた舞台  

への期待を学んでいるのではなかろうか・   

実は以1・－のことも抜粋であって、また共演者川村  

浪r、音の中村としまる、映像のヒグマ春夫に関して  

も．誓カゝなければと思うのだがとても耗面が足りないの  

で別の機会にということになるが、とくに川村浪子と首  

くくi）拷象との出会いは、稀にみる必然と言うか、互い  

が互いにとって見事な転身のキッカケになったというこ  

とと、あの舞台ヒにおける‾二人の存在そのものの交  

感は舞台におけるあるべき姿だとはいっても、かつて  

観たことがないのでこれを奇跡と呼んでも差し支えな  

いのではないか奇跡ということをそんなに持ち卜げ  

ているわけではないが、今回の舞台はそう名辞したく  

なる何かがあった。（岡村洋次郎／東京バビロン）  

れ以Lのものはヤほなかった、そういう空気に支配さ  

れていたのではなかろうかし」   

しかしそれでも表現への欲求の残洋があっておそ  

野に1確り立 らく宗教画への迎想をしてしまうのだ，そのかすかな  

ったのだ。．酎、も立ち消えて、なおも二人の開かな交歓は競き、  

素足で何も やがて首くくり拷貌は表現の迷いの徽城から一時逃  

持たないで、れて、ただ・途に堰きようとする生者の領域に吊りF  

舞台のとで、がるしかしその時不忠遇なことが起こっていたのだ－  

川村浪子 首を吊ってもなお（あれたけ表現というものを抑絶して  

（ダンサー）いた彼の身体が）表現体として捲かにこの空間を呼  

という存在 吸し川村浪㌢の表現体と呼応し合っていたこの時  

と呼応しな はどうしてこんなことが起こるのかということにさえ酎、  

がら、明るく、至らなかった二終演後彼の意識的な告白の言葉で納  

いかなるこ 得したのである。『これは岡村さんにはti一っとくか 

ヒリズムか 」とI沌置きしてF或るとき、首吊りもフィクション（‥ ・）  
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っていく二ズームになったり、円の内と外が交けになっ  

たl）、と変わり行く公園の新色を写したか楽しめた「公  

募作品」部門では、テーマは決められておらず、CG  

や手描きで多くのアニメーションか上映された一そして、  

「1minute animation」部門では、1分であること、  

黒い丸で始まり終わること、というルールで作られた作  

品が世界各国から集まった二海外からの作品はほと  

んどCGで制作されておi）、ゲームのlコマのようなもの、  

コマーシャルのようなものなど、たった1分なのに様々な  

種類の作品があり、人間の才能の豊かさを楽しむこと  

が川来た。【］本人では＜にゃおぞ＞のパラパラマンガ  

の原理を川いたラクガキアニメがl」を引いた「〕「モノが  

動く」というアニメーションの精神は、これからも引き継  

がれていくのだろう。そして、絵画や映画とはまた過  

った表現を行う各作家の情熱、姿勢に私は感動した。  

（藤田千彩）11月6日川） 20日（口） なかの  

ZERO 視聴覚ホール  

●11月某l】、タイニイアリスにほとちかい、新宿2丁目  

にある写真家自らが運営しているギャラリー、photog－  

rapher’s galleryへ「検温久美 雪ダルマ」展を見  

に行く。横溢が撮影しているのは、雪 亡くなった祖  

母の思い川が残る札幌の街に糾もっていく雪を撮影  

している。私はこんなに械もった雪の中で生活をした  

富貴色の情念  

一
 
 ●11月某軋中野のなかのゼロホールヘ、アニメーシ  

ョンの自主上映団体「アニメーション糾」の上映会に  

山かける。テレビや映画で見られるような商業アニメ  

ーションではなく、あくまでも個人レベルで作られるアニ  

メーションである。1980年に発足したこの用体は、か  

ってはフイルムで上映を行っていたというJ最近は当然、  

ビデオ上映である。メインプログラムは4つの部門があ  

ったrJ「会員作品」部門は、「アニメーション80」の  

会員によるプログラムで、CGを用いて軽快な動きを表  

現する＜中西義久＞、マンガをめくるように楽しむこと  

ができる＜KTOONZ＞の作品が見られた。「ゲスト  

作品」椰門では、手措きのイラストが動くような感じの  

＜とっと＞が楽しめた。また＜田端志津子＞の′停  

山里（写真）  

檎濾  

ことがないので、表面のきれいな、しかしどっしりと地  

面を覆う当と、周囲の暗闇に衝く．。ほとんどの写真が  

昼閲ではなく、夕方以降の暗い時間に振られたもの  

のようだった。し－ん、という音のない世界、もしかす  

るとシンシンと雪か降って積もる音しかしないような世  

界が広かっているように感じた．）そこで横線は何を想  

うのだろう、と想像しただけで、また、祖母の思い出や  

存在を再確認できたのだろうか、と考えるだけで、冷  

たいはずの雪の景色なのに、熱い情念を感じる二思  

い川は思い出でしかない、もう実在しない。そんな哀  

しさを積もった雪は教えてくれた。（藤田千彩）   

は、写真のコ  

マ撮りによる連  

続性によって、  

手に待った円  

形のフレーム  

の中と外の景  

色が移り変わ  



宮津の世界と非言語的世界が、同居する身体。この豊かな身体にこモ、アジア的豊穣がある。  
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愛の旅路の悲喜を感動的に伝える、舞踏的演技術の卓抜。  
上海戯■学院「三生石J  

ll月12日～13日 タイ＝イアリス   

死んでいく倍Yuan Zeを7掛ずる孟小軍か文句な  

しに素哨らしかった。赤い円錐形の光のなかで天を  

ふりあおき地を振転反側してこの世に別れを告げて  

いく 魅J’されるとは、こういうことを〔iうのたと思った  

その前、撫二の親友Ⅰ一IYuanこと姜田園か、行かな  

いで行かないでと彼のまわi）を触りなから外へ引っ張り  

川そうとし、背にしかみつき、足にすかるところも＝そ  

のあとの、動かぬ腕に触れたり死後硬直した身体を  

何とかして生き返らせようと持ち上げ剛こかつぎ歩か  

そうとしたり、そしてとうとうとうしてもその死を・受け入  

れきるを得なくなって．愛する友の体をいとしくいとし  

く水で暗め、埋葬するところも言葉は一つもないの  

にその悲しみかそくそくと伝わってくるのだ。   

こういう表現力法を何と言い表したらいいのたろう  

翻り、とい）てもちかう丸かするし、身体表現といえば  

よそよそしい。川70年代にニューヨークとイギリスのカ  

ンタベリーで見たことかあるか、ブレヒトの理論から派  

生したと聞くストーリー・シアターの方法にいちばん近  

いと思った   

たたし、そのストーリー・シアターは異化効果 スト  

ーリーのワンハラグラフをまず詰ってからそれを演ずる  

といった、距離をおいて見る方法かとられていたか、  

これはその真反対∴勝手にスタニスラフスキー・シス  

テム的ストーリー・シアターとでも名づけようか、生まれ  

も育ちも退い、たくましい筋骨男と女とも見まかうこまと  

の優男と、みかけもまったく異なる二人の男か、道の  

すれちかいざまに傘か触れたことから知i）合いになっ  

ていく様子修子Jで得た宇宙観と俗界と互いに知ら  

ない世界を教えあって知友となっていく様子。同会し  

て互いに相手の塵姿に見入り、抱きしめたいほとの  

愛情を感じあう様子。さて旅に出かけた二人か陸路  

撮影／書木 司  

えるのたという視点から採りあげたのたという AF 

TER TALKの観客から「日中l対係も」というf！∫か飛  

んた   

杭州の西湖に今もある「三生石」の記念碑の石  

穎をハックにしたシンプルで効果的な装置。そこに唐  

詩を映し、13年後、優雅に麟りなから愛するLlに会  

うために出現してくるZeの影を映し出す手法なとも  

すこくお洒落で見事たった。日本の小劇場演劇も頑  

張らなくちゃ、と思った。（西村博子／タイニイアリス）  

をとるか水路をとるか舟叫の争い、取っ組み合いなと、  

たた見ていればストーリーも分かるようになっているのた。  

傘や竿や削こかける数珠なと持ち道真tも少しは使わ  

れるか、ほとんとは体表現説明的な什草や、Iiてぶり  

なとまったくなく．動作の ▲つ つか状況と心の表現  

た）た＝ふと「一＿針」」や「秋汁」を想った 伝統  

はみことに現代二廷生した、と思った。（孟小恥振付）   

∩の銭托は、Iい国人なら誰でも知っているという人  

は緑、二伸転生の伝説を、人はちかうからこそ愛し合  

X ※ メ X ※ ※ ※ X X X X X ※ X X X X ※ X X X X ※ X X X X X X X ★ X ※ X X X X ■ ※ X ★ X ※ X X X X X X ※ X X ※ × × ※ × X X X X X ＃  

伝統表現を現代に蘇生させる、強烈で圧倒的な身体。  
テアトル・ガラシ  

偶に魅せられた一人の男についてJ  

ll月11日、14日 ストアハウス  
（フィジカルシアターフェスティJてル／11月9日－14日）   

今年で節6回となる「フィシカルシアターフェスティハ  

ル」。今回は、ホスト劇団であるストアハウスカンハニ  

ーをはじめとする日本の3団体に加え、韓国、タイ、イ  

ンドネシアから劇団が参加した   

中でもJ［巷だったのか，インドネシアのTEATElモ  

GARASl（同劇川については「CutIn」32号参閏）  

l摘に魅せられた一人の異について（作・浦山＝グ  

ナワン・マルヤント）は、2001年の初演後、インドネシ  

ア各都市で繰り返し上演され練l）上げられてきた舞台  

た 女健⊥人と男優・人のオリシナルキャストに加え、  

束京上演版では流山児★事務所の横須賀智美（文  

化庁在外研修で昨年インドネシアに留学）か参加。  

国際共M制作の色合いも加わった 

この作品は、いくつかの斯けで構成された＜身体  

満＞た  ぽつんと舵かれた金たらい 

雨と戯れる男・ 静かに狂乱する女   激しく  

求め合うあまり犬に変容する男女・・花に水を遣る  

女  通底するのは、雨にまつわる記憶   

まず驚かされるのは、俳優たちの身体の圧倒的な  

強度。そしてマーシャルアーツ、シャワ古典舞踊、日  

本の舞階などの安素を、身体の奥に取l）込み、葡訳 

再生した身体表現。それらを介して、昂ふる感情と  

浪厚なエロスか、静かな緊張感をみなぎらせ舞台に  

浮かびあかる。   

この作漬ノーには、冒頭の横須賀の日本，浩による譜i）を  

除き、台．州ま無い たか、身体言語としての＜コトハ  

＞は極めて豊穣た二舞台上では無言でありながら、  

台本には多くの台詞か逝かれているという∴太田省  

吾の一連の作品をも思い起こさせるtl  

割れんばかi）の拍手の中、この空間と時間に身を  

置ける幸せをつくづく感じた一夜たった。く山下陽子）  

rTEATER GaliASI 

HP－www．teatergaras10rg  

撼影 宮内 勝   
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アジア啓郡市をネットワークで繁や新宿のdl舶  

TIⅣYAuCEよD最新＝ユース  
ー【ALICEFESTIVAL2005jの公演から  

目が覚めた時に罪悪感を感じるような、  
白昼夢の世界に引き込まれた。   

釜山演劇製作所ドン＝ヨツク「愛、初めてのイメージー夢」  

の角舶った白いフレームもいつしか天井から離され、  

それが人物にさまぎまな形で襲い掛かる様は、人間  

関係の複雑な糸に絡まったり欲望に支配されてしま  

った姿のようで胸が痛む。一つ残念に思った事は、  

10年榊くらいの日本の小刺場で流行った実験劇を  

思い山きせるような作品で、懐かしさを感じたが、「韓  

国」を何も感じさせなかったこと二この国ならではの表  

現を何か一つでも見る挙が出来たなら作品により深  

みが増したように思う。（アリス子）  

11／8日－10日 ◎タイニイアリス（アリスフェスティ  

パル2005）  

場が同時に行われ、観客一人一人の手を出演者が  

取って舞台装から…舞台に吊られた白いフレームを  

通り客席へと誘導されていくしJ裾前者に手をとられた  

瞬間から、観客も出演者の一員にされたような感覚  

を味わい、緊張感が漂った。舞台は、黒の壁にグレー  

の床とモノトーンにシンプルで白いフレームが4つほど  

吊られているだけ 4人の男女が身体表現と擬音の  

発声とわずかなl二】本譜を周いて、表現するものは、独  

占欲や孤独、おせっかい、思い込みなどの感情。それ  

らが少を見ている時のようにやさしく、ゆったりとした、  

それでいて日が覚めた時に罪悪感を感じるような雰  

囲気で線i）広げられた。装置としての役割だった4つ  

釜IUの若手劇団ドンニヨツタの公演は、1年間のワ  

ークショップを経て構築された作品とあって、実験性に  

満ちた作品だった。まず、観客の人場時から開演と開  

………………………………………＝……………… AuCEFm  
大胆な挑戦かもしれませんが、今回、少なくとも80％  

を日本語に沓き換えて上演します。私にとって日本帝  

で台本を書く最初の経験。サルトルは‾出口なし」に  

おいて「略奪」をした、と私は一駁っている ヒステリー、  

嬰児殺し、乱倫、同性愛¶と、温度はぐんぐん上が  

っていく。私も「出口なし」を「乱暴に略奪」しようと心  

を決めた。「山口なし／悪戯」は、地嶽の窓直の口か  

ら語られる愛の真理の物語となるでしょう。私なりの  

輝きをお目にかけることができれば、と思います。偶然  

台北の街角で出会ったように、もしタイニイアリスであ  

なたに出会えたらどんなにうれしいことでしょう′ぜひ、  

ご期待ください。  

JanDreamIessTheatreinTaipel  

「eが  
濾宣ヲただ監護濫モ サルトルの翻案を持って再び来日！   

Dre8mlessTheatre「出口なし／悪戯J  
12月20日、12月21日  

（アリスフェスティパル2005）  ◎タイ＝イアリス  

1Iueiが、日本公演への一軋いを語ってくれた  

●  

12Jjの日本公演は、私一人が出演する・人芝属  

です．。自本はサルトルの「Hlllなし」の沓き換えであ  

る「悪戯」を、さらにリライトしたものになi）ますしこれは  

「偶然台北の街角で出会ったように、  
アリスの観客にであえたら」。  

11川こ就いてIliび来uするDreamiessThcatrc，  

そのE宰、作家、演出家、女優であるJan，Chun－  

新しい演劇を椚する神楽煽と麻布の小劇場  

DIE PRATZEより最新＝ユース  新鋭33組がダンスの明日を競う。  
「ダンスが見たい！新人シリーズVOL．4」  

閉＝03－3415－9653  

◎髪の毛の巣の部屋で、女は鳥であった頃を想い  

ながら、髪を挽き時間を編む。．産んだぼかりの白い  

卵は、老女の手の中で化石となり、ドレスに貯化する  

時を食む。  

rダンスがみたい＝新人シリーズVOL．4」  

2006年1月10日～2月1日 ＠神楽壕diepratze  

前売・当日＝￥2300（学生＝￥1800）通し券＝￥5800（学生＝￥4800）  

問＝03－3235－7990（神楽坂diepratze）   

●酒井専業 ●お宝。●根岸由宇  
1／18（月）Fグループ…‥‥…・‥‥…‥‥・………・  

●妄人文明 ●横山愛 ●gera？  
1／27（金）Gグループ…………………………‥・  

●箱入りオブラート ●荒木志水 ●安次嶺業績  
1／28（土）Hグループr∵………‥・…‥…・・・‥・…  

●林祐司 ●滝本あきと ●深見章代  
1／29（日）Iグループ…………‥・・・………‥‥…  

●ノシロナオコ ●東京フラヌール  

●rOCO・mOtionproject  
l／31（火）」グループ…‥‥・…………‥・‥……‥  

●1080 ●maguna－teCh ●古館奈津子  
2／1（水）Kグループ・…‥‥‥…‥……‥…‥‥・‥  

●滝田高之（スビロ平太）●ジュールモンデンキ  

ント ●ピンク「子羊たちの遊覧船」  

毎年、神楽坂die pratzeでおこなわれる、次世代  

のダンサーに期待を込めて始めた企画「ダンスがみた  

いり＜新人シリーズ＞は、今回で4回目です〔今回も  

自称新人の多くの応募があり、5人の実行委員が応  

募映像をすべて手分けして見て評価し、集まってさら  

に見ながら協議して出場者を選出したもので、33組  

による競演です．⊃すでに活躍している人やグループの  

応募も多く、テクニックもあり全体としてレベルが高い  

ものです。今回も、審査員が選ぷ「新人貨」、通し券  

を買った人が投票する「オーディエンス賞」も選出され  

ます」今回はどんなダンサーが飛び出すか、是非、見  

比べてみてください。1日3団体の公演です。   

1／10（火）Aグループ……‥・…・…………‥……  

●高見知英美 ●葛尾伊佐子 ●大西小夜子  
1／11（水）Bグループ…・…‥‥…・・・…‥…・‥…・  

●中村公美 ●りな・りっち ●ねねむ  

1／12（木）Cグループ………………‥t……・・…・  

●菖沢房江 ●寺内未帆 ●0九（ゼロキュウ）  
1／14（土）Dグループ・………………・ニ…・…・…  

●和～yOri～．KeM－kemunimaku－Project  

●KAPPA－TE  

り16（日）Eグループ…‥…‥……‥‥‥……・…・  

◆麻布diepratze  

12／28（水）～  

12／30（金）  

6％DOKtDOKl  

JOININTHEPICNIC   
期待の公演情報  

r研一DOKpOKlヴィジュアルショー「フェアリーテイル」j  

悶＝03・3479－6116（6％DOXmOXI）  

◎6％DOKIDOKIが放つ初のヴィジュアルショー！  

「不忠諌な国のアリス＿をモチーフに、独自の解釈を  

加えたちょっび名）確のあるショーを展開。これは演劇？  

ファッションショー？   

◆神楽坂diepratze  

12／22（木）～12／25（日）  

genre：G「ay 利己的物体と事仕村内体による  

グロテスク ako－mly8  

rメモラビリア＝ある鳥に関する記憶ごj  



芸術文化を重雄、発情するNPO  

アートネットワーク・ジャパンより  

MONTHLYLETTE：RV0l．25  
地域から発信される豊かな演劇文化。  
リージョナルシアター・シリーズ、注目の4作品。   

環代社会を浮舌彫りにする作品が集積  
★京四欝芸術祭2006プログラム  

東京国際芸術祭のプログラムとして開催されているリ  

ージョナルシアター・シリーズ（主催／（財）地域創造・  

NPO法人アートネットワーク・ジャパン）は’99から開催され、  

今年で7回目を迎える。すでに東京以外の地域で活躍  

する劇団を数多く紹介してきた。この企画は劇団を解  

介することだけがl］的ではなく、自分たちの拠点に戻  

ってより水準の高い創作をすること、地域の文化活動  

に積極的に参加して行くこと、また独［Iのネットワークを  

形成して新たな活動を始めていくことなど、参加後の活  

動が重安なプログラムである。地域それぞれに創作環  

境や、観客層が違い、またシリーズが開始した当初とは  

各地域の状況は大きく変わっているともいえるが過去6  

回の参加カンパニーの多くはそれを臍まえ括蹄している。  

今年度は下記のスケジュールで3つのカンパニーと劇  

場と劇団のプロデュース公演1公演舶介する．（会場は  

いずれも東京芸術劇場小ホール1）  

㊥劇団Uglydu¢k‖ng（大阪）㌻改打版才つちやんj  

2月17日（金）～19日（8）作／樋l二1美友客 演出  

／池田祐佳理 →「閉じ込められた時間の中で長くて  

短い夢を見た」ある公園のテントで暮らす〟軌子”とそ  

の撤去を促す役所の“八神”。彼が訪ねてくる齢二、一朝  

子”は芝居のような、実体験のような不思議な請をする  
のだが‥  

㊥璃代将鶉（農即F綿密な他人j  

2月21日（火）一之己臼（水）作・演出／高村明彦  

●「人を笑わせたい、生きてることを実感したい。芸人を  

目蒋す3人の青春群像t」とある地方部市の大学構内  

にあるプレハブ小屋l学園祭で披露するお笑いネタの  

稽古に軌んでいる二人は日間する。果してこのネタは面  

白いのか‥・理想と現実、努力と才能、紡会と地方、相方  

と恋人、様々なテーマが織り成す現代時報の打春群像L】  

＠劇団層Kグループ（札横）「再演A。J  

2月25日（土）－26日（日）作・鋳出讃すがの公  

→「ポクは、彼女を守るために生まれてきた」忘れた記  

憶だけが頭にこび【）ついて離れない、あの想い。想い  

から始まる淡い切ないラブストーリー。劇団SKグループ  

第12国公演rA。～ぼくのうたは君のうた～」を新たに  

書き下ろした作品。  

㊥北九州芸術■壌×飛ぶ劇場rlRONj  

3月3日（金）－5日（日）作・演出／泊薄志  

●「胸焦がす脱走劇、再臨」［体と削鮮半島の問に位  

置し、戦後のどさくさにまぎれて日本から独立した島  

国「横流（カテル）」。国設卓球部を舞台に同家と個人  

との挟間で揺れ動く選手たちの人間根株を描く，‥・99  

年に飛ぷ劇場で初輯され、弟44回岸‖闘士戯曲賞最  

終候補作となった「川OMを北九州芸術劇場との共  

同製作で再演。   

今回の4公演は期せずしてすべてが改訂版を含む  

再演作品となった二新作が多く公演される中、これはよ  

い傾向だと思う。なるべく「代表作」をと、主催者悌の私  

たちがリクエストすることも多いのが現状である。選I）  

すぐりの4公輯、ぜひ見比べて今後の地域の演劇界を  

占っていただきたいと思う。また来年吐からリージョナル  

シアター・シリーズは大きく様変わりをする。6回を経てや  

はり感じるのは、単に劇団の公演を束j封こ持ってきても  

あまl）成果が期待できないということ、また今後私たちか  

やるべきことは、カンパニーだけではできない部分を負っ  

ていくということだと感じ、2年から3年の中で結果に  

つなげる仕組みを始めるイ場所｝と「予算」と「人材」、  

本来的にはこれだけあれば多くのことは成し遂げら  

れるはずだが、これがなかなか揃わない〔あえてこれら  

をそろえてアーティストともに創作を始めるリージョナルシ  

■TtF国幣共同製作■業アメリカ現代■曲＆劇作ホシリース  

VOl．1【アメリカ】ドラマリーデインク  

時にしすがも創造舎 2月10日（金）－12日（日）・rメイヘムj  

／作＝ケリー・スチュアート イベラージオj／作＝マック・ウエ  

ルマン イアクトア・レディ」／作＝ジョーダンリlリソン イセ  

ツクス・ハビッツ・オナアメリカン・ウイメンJ／作＝ジュリーマ  

リー・マイアット  

■ヤスミン・コテールandTheBIoody8enchPI∂yerS  

【イスラエル】◎にしすがも創造舎 3月1日（水）－4日（土）  

rストロベリークリームと火薬J振付＝ヤスミン・コテール  

■TIF国欝共同製作事業 スレイマン・アルバッサーム・シア  

ターカンパニー【クウェート］引こしすがも乱造舌3月10  

日（金）－16日（木）世界初演t rカリラ・ワ・ディムナ一三子た  

ちの鏡（英語ノて－ジョン＝作・演出＝S・アルバッサーム  

■ドイツ座【ドイツコ  

⑳彩の国さいたま芸術劇場3月19日（別～27日（火・祝）  

rエミーリア・ガロツティ」原作＝レツシンク 演出＝ミヒヤエ  

ル・タールハイマー  

■にしすがも創造舎演劇上演プロジェクトVOl．2【日本】  

∋にしすがも創造舎3月18日（土）～21日（火・祝）  

「4．48サイコシスJ作＝サラ・ケイン 演出＝阿部初美ドラマ  

トゥルク＝長島確  

■スリーポイントプロデュース【日本］  

下北沢「劇」小劇場3月22日（水卜′26日（【引  

ベケットライブvo17一見ちがい言いちがいJ  

原作＝サミュエル・ベケット コンセプト翻訳＝宇野邦一 票出  

＝三浦茎出演＝鈴木理江子  

■にしすがも創造舎演劇上演プロジェクトvol．3【日本】  

Fにしすがも創造舎3月24日（金）～27日（月）  

「冬の花火 春の枯葉J原作＝太宰冶 構成・裏出＝倉迫康史  

■リージョナルシアター・シリーズ（本文を参照）  

■インターナショナル・ヴィジターズ・プログラム   

にしすかも創造舎 3月19日（日）  

国際演劇批評靡協会シンポジウム  
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【主催】特定非葛利溝動悪人アートネットワークシーパン   

供催Il社眼人開演舶釧丁仙NESCO）日本センター  

【事＃共催＝即州用胴M仰・尽／⊂＞＜拍ほ法人地亜曇  

慧：1一灯一川▼ 財団法人均玉興芸術封ヒ最興財団  
■tナ→1⊂－▼－   

【特別協賛】d細目アサヒヒリし株式会社  

）【甜｝ノ抽ノEIDO／けq自助■糠式会社 加b   

l助成】Jl如－1アサヒヒリし獅文化財団 偶力】シアターガイド／シアター  

テレビション 【書伝協力】株式会社ポスターハリス・カンパ＝－  見出し積）・‥納団Uglyduck＝nE  

中卜劇団SKグルー  

右卜・飛ぶ劇場（会場′／A卜HALL）  
平成17年度文†ヒ庁孤闘芸術交濁支援事業  
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TINYALICE／NPOARC  ＼  
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i喜霊‡て器蒜…荒崇器／  

12／29（木）■劇団天才ホテル  

「数人の笑えないコミュニケーション」間ニkenjトk＠f6d旧∩▲ne  

i8 ☆作＝佐藤皆雷・小林鴫 ☆演出＝佐藤智腰 ☆出演＝神谷憲  

司 小野例解 小林篤 望月ゆう子 調納薫 佐藤智悪 ⑳劇団  
天才ホテルとは、脚本、楽長乱舞台辱今までのミュージカルのイメ  
ージの枠にとらわれずにオリジナルを作り出しているミュージカル  
劇団です。  

☆振付＝黒沢美香 ☆出演＝黒沢突香 ☆照明＝アイカウマサアキ  
☆Pub＝c Acoustic＝椎 寧 ☆衣装＝掌本教子 ☆  
葉 ☆アートデイレクション＝葺くくり韓象 ⑳回る、転がる、巻く、  
と〈回る〉事だけを魔材としながらも毒粗を呼ぶr礪棟の人－  

ROLL－j。身体装置ともいうペきその衣装・美術をあらたに再々  
湊っ黒沢80年代の作品ビデオ上映会同時間健。  

ほ／1（木）～12／4（日）■兼京感ワズ  

「12」閏＝03－5272－4750 ☆作＝東学之（レジナルドロー  
ズ作品集より）☆演出女阿部良 ☆出葉＝石川娃也 刀日渡雅也  

小滝正大 神保廃棄 兼学之 よこやまよしひろ たんぼぽおさ  
む 西島∃金子 ロベルト琶太 腹認賢一 平熱慶香 山Bゆり  
斉川新一ど¢「1a人の怒れる男」を粟京惑ワスの票が脚色、構成  
を担当。演出は小劇場の雄、阿部良。  
12／5く月）－12／6く火）■キクチムード  

rシュリの灯台」間＝03・5217－6090（吉本興業 畢当 萩原）  

☆作・演出・出演＝菊池健一 ◎吉本興業所属、菊通健一が、たった  
ひとりで一本のストエリーを演じる「キムチムード」。今回は「シュリ  
の灯台」と害うタイ村レを引っ提げて、ファンタジックな感じをかもし  
出した作品です。  
ほ／8（木）～11（日）■劇団ベンベン  

「花吹彗狸御殿菊月加賀鳥山旧辞絵j 問＝03－3357－6236  
☆作・漢出＝山本弘☆出演＝硬多良介 山混生 田渕変智 輿莱  

篤二丹弟輝 掛澗泉．時局浩之 杉帝勇一 山本弘 ℡テレビ  
と違う、わたし逮が渡る大奥ゐ世界。中電、腰元、お琴様、姫牽、端女、  
葛熟はたして．どんな世界にな尋のでしよう？  
12／15（木）－18（白）■マリッチ・フルー  

「コーン」二」間＝th繭山8－m由順ezweb．ne．ip ☆作・演出三森竜  
太飼（たく豪社宅）☆出演＝反対猛 千葉おもちや 梗田大福  

森竜太朗（たくま社宅）小木曽睦僕  八尾ポップ（vodavitch）  

拶奉裾（はらべこペンギン）馬場博行（KAKUTA）小林章な子  
感現在読で公演毎に「ホラーユわ、ら「お笑い」と様々なテーやを掲げ  
て宋たマリツヂの．この冬の挑戦は㌻ありきたりなお蒜」  
12／20く火）－21（水）■無夢楼（台北）  

AliceFest付8120日5「悪戯Mischief～S8「【reのー出口なしJ  
より－」問＝d「eam始SS＿t8ip扇＠m∈軋g00．ne．jp  

12ノ23（阜）■長岡ゆりソロ無籍公演  

問＝MEロIUMOlO8包唱Ol▲COm 絆稚未定  
†台／24（土）－25伯）■漱弾スペースノイド  

r魂塑」☆12／24（土）14：00＆19：00 ☆12／25（日）  
特00＆18：00 ☆聞合せ〒q80－5036－7114（伊藤）  
12／27（火）～28（水）｝≠劇団  
「昭和元禄挑尻姉妹一重終険」間＝択Ori◎desu．ne．jp ☆作・湧  
出＝鳳いく太 ☆出演＝かちゅよ＆しるさ ⑳東京（04年2月）→プ  

サン（04年9月）一乗京（05年2月・6月）と上演してきましたが、来  
年の4月大阪公演を前にして最終公演となります子超して祝☆こ  

懐妊！かちゅよ産休入り特別興行！  

麻布虻脂PratZe  
〒lロ6・8044潮田脈1－26・6・2F T占FO3j546－1385  神楽壕diepratze  

〒182－0812 豪岨五和2・12 TGFOユーa236・7990  
ほノ2（金）～12／6（月）■Umptemp  

12／2（金）－12／4（日）■ちいむInugul  

一手リコ絵日記j 閏＝080－5532－6892 ☆作・演出＝石顧喝   

☆出演＝金田直子 小野寺あき 伊藤雅一 他 ⑳～男の子と  

秘密と、ごめんなさいのものがたり～ 小学生と浮浪者と．それを  
とりまく小さな世界＝可愛らしし1けど沸くて切ない、大人の為の子供  
のお話です壬  
12／6（火）■境野ひろみ舞踏公演  

r舞踏j 問＝03－3493－1086 ☆作＝野良 ☆演出・出零＝境  
野ひろみ ☆膏t・照明＝曽我課 ☆舞台監督＝葉島大栄 ◎私の  

体が破戒していく、くずれていく1本の髪の毛とかわききった汗を  
風にふかれて硬直していく 私をおどってみるか  
12／9（金）－12／11【日）暮ワワ フラミンゴ  
rカニ、西から兼へ（仮＝ 間＝080・3151・0309 ☆出衰≠菊  
地千里 宍戸円 すどうりえこ 立岩留実子 中村智弓  
12／14（水‖dLUNENEOPERFORMANCE2005  
rバーレスクj 間＝03－3235－7990（神楽坂die p「atze）☆  
作←演出＝江口僧利 ☆照明＝ワラビウチ ミュキ ☆主催＝ベラド  

ンナの曾 ☆出演＝LUNE Na：na 結城あみ イレーヌ 早乙  
女宏美 山口堵 ◎ウッドストックの熱狂をラヴ＆ピースが支えた  

にしてもわたくしたちをとりまくかるい貧寒相加くしようがなくせ  
いぜいがアンダーグラウンドの陰湿を吸うのみという閉じた環は、  
もっと華やかで心拍を直撃するコンタンボレーヌで転位すべきだ  
ろうとルネの企みは原色のモザイク／て－レスクに…  

綾ノ22（木）－12／25（日）tg8nr8：Gray 利己的物体と奉仕  
的肉体によるグロテスク 8ke－miya  

rメモうどリア＝ある鳥に関する記憶＝j 閻＝03－3415・9653  

☆作二北井あけみ ☆演出＝黒谷部 ☆些演芸北井あけみ 黒谷  
部 ⑳髪の毛の巣の部屋で、女は鳥であった墳を憩いながら、髪を  
噴き時間を編ぢ8産んだぼかりの白い卵は、老女の手の中で化石  
となり、ドレスに欒即ヒす尋筒を貪む。  
1ノ5（木）～1／8（B）■Danc8in D朗d！（主催）輌ノ人クラ  
ブ（共催）怠㈲こ別ナては勤勉な黒沢美香のソロ・ダンス  

r許薇の人－ROLL－1同＝O3－3227月279（Dance†nDeed！）  

r脳みそなし－ゴッホと名付けられた努－j 閏＝0901932ト  
4162（Ump temp事務所）☆原作＝別役実 ☆演出＝長谷透 ☆出演摩山川ありそ 吉野猟 森勢ちひろ 谷俸 渡辺緋作 横  

木拳寿 他 ⑳様々な名画に拓かれている人物たちが、次第にそ  
して明軌こ呟きだす‥そんな奇妙な閲係が筋ぎ出す凰軌払おや  
おやまた、こいつの頭の申はお花畑か‥？  

12／7（水）－12／11（日）■Good8yCo．  
一恵辺の稜別 間＝080・3397－6112（Gooday Co．）☆掛  
率出＝坂田真 ☆出演＝山中睾弘 森申鞍正 小山樗 鱒不革介  

黒川奈津江 梅田雅子 他．⑳山奥の廃村が決定した欄搾松男は  
巻こで人生の最後を迎えようとレていたふ背き山拡大望峠道の  
りを照らし出す。昭和という時代を生きぬいた男中道のりを」○  
12／13（火）－12／18（日）■零華鱒  

「おとぎばなし（仮）j 間＝03←3439・7960（竜量群専務所）  
☆階乗出＝ドラコン襲司マグマ ☆出演＝ドラコン嶺司マグマ＝下  

町賢次 幕ジョニー亀山 原宿コリラ 白川峻 襲撃口一す池  
谷少」コ 他 昭電星群、記念すべ舌10図公開「おとぎ輝なしJ 今まで以上に鷲鼻群ワールドが味わえ声す 

。竜塁群初のファンタ  
ジーにも注ヨ。  

岬／19（別－12／26（月）■蛍光TOKYOpro叫  
「クリスマス凱柁頂と魚油人月卜牒桓08、3467攣422特鞘1  
企画）☆作・演出＝山内健軒☆出演〒琴鱒加奈子原垂木鱒  

中村方隆 飯田孝男 申込佐知子 北浦実千枝「ノ¢クオーク・gOO・  

白満「健多部」などのCMデルクタ一山顆鱒甲ザ昨年7月申公帝  

た漉き窮2襲の公演を行う。主演は前作博革と歴封セも好洩じ  
た深浦謂余子。  
l2／28（水）～ほ／30（創■8％DOk由PKl  
「6％DOK旧OK】1ブイジュテルショー「フェアリーテイル」ト牒匝  

03・3479・6116（6％DOKIDOKけ ☆演出＝増田セバスチャ  
ン☆出演＝6％DOK旧OKlショップスタッフ りえ∈▼ ▽もも○  

他 ⑳原宿のラヴリーショップ6％DOKIDOK．1が放つ、初のヴィジ  
ュアルショー！これは演劇？ファツションショー？あなたの脳に祖  

語するラヴリーファツションショー  
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