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『
知覧のさくら』
は、今からわずか
年前

の戦 争 という 不 条 理 な時 代 に、生 きて、生

きて、生 き抜 いて、そして南 の空 へ散 っていっ

た若き特攻隊員たちの実話を舞台化した作

品です。

機体の下に爆弾を搭載し、敵艦船めがけ

飛行機ごと体当たりして自らの命と引き換

えに轟沈させるという必死の特攻に駆り出

されたのは、青春真っ盛りの若者達でした。

「なぜ 自 分 はこの世 に生 を 受 け、なぜ 、

今、死ななければならないのか」

命 を捨 てることの意 味 、今 まで生 きてき

たことの価値、そして、これから生き続けた

であろう命 を、若き特攻兵 達は飛 び立つ瞬

間まで自らに問い続けました。

そして見つけた、それぞれの真実とは。
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発行 劇団自由人会
〒655-0047
兵庫県神戸市垂水区東舞子町 7-17
ｺﾞｰﾙﾄﾞｳｯｽﾞ舞子ﾋﾞﾙ4F
[TEL] 078-784-3701
[FAX] 078-784-3610
[E-mail] kobe@jiyuujinkai.jp
[URL] http://www.jiyuujinkai.jp

赤羽礼子・
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ホタル帰る」より
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脚本／清水巌
清水巌 脚色・
脚色・演出／
演出／ふるかわ照
ふるかわ照
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2010 年 兵庫県立芸術文化センター
兵庫県立芸術文化センター 阪急 中ホール 満員御礼

トメさんと
トメさんと特攻隊員
さんと特攻隊員たち
特攻隊員たち

2013 年 8 月 30 日(金)14:00／
)14:00／18:00

“福屋食堂の
福屋食堂の浜田ふく
浜田ふく”
ふく”から“
から“富屋食堂の
富屋食堂の鳥濱トメ”
トメ”へ
「知覧のさくら」初演時は、登場人物が実在の人物なので名前を変
えて舞台化しました。しかし、原作者の赤羽礼子さんの夫、茂一さ
んが初演を観劇された時、「この舞台には真実が描かれている。よ
り多くの人に広く伝えて欲しい」と仰られ、実名の使用を認めてく
ださいました。私達は新たな決意と覚悟をもって、この歴史の真実
に挑みます。
※原作者の赤羽礼子さんはトメさんのご息女ですが、残念ながら
2005 年に病のためこの世を去られました。心よりご冥福をお祈り
申し上げます。

兵庫県立尼崎青少年創造劇場
ピッコロシアター大
ピッコロシアター大ホール
前売 3,500 円 ／ 当日 4,000 円
※全席自由
劇団のウェブサイト・電話・メールにてチケット発売いたします。

なぜ高校作品に“知覧のさくら”？
今、百田尚樹さんの書かれた「永遠のゼロ」が、ミリオンヒットで巷を賑わせております。この本は高校生でもスラ
スラと読めて、大変わかりやすく、かつ奥が深いと大評判のようです。
この本がヒットしている理由として、わかりやすくミステリアスというのもありますが、私はもう一つ理由があるので
はないかと思っています。それは、東日本大震災や長引く経済不況、国家間の摩擦等が続くなかで、日本人は民
族の誇りと強さを再確認するために、自分達の祖先がどのような道を辿ってきたのかを、今、無意識のうちに見つ
めなおしているのではないでしょうか。
そのこと自体は、とても大事なことで、日本という国が色々困難な状況を打破するには、日本人が助け合い、協
力し合い前に進まなければなりません。ただ、大震災で心も体も大ダメージを受け長い不景気で沈んだ気持を上
に向かせるための“絆”であったはずが、いつの間にか国際的な孤立を生み、他国の人々や文化への無
理解や偏見に繋がるならば、それは深く戒めなければなりません。かつて、この国はそういった時代のう
ねりが民衆を高揚させ、戦争への道へ駆り立てていったという側面もあります。そして、いつも、時代の
うねりで流されるのは、若者の血でした。若者は、何のために生まれ、何のために死ななければい
けなかったのか。今を生きる若者達には、時代に流されず、自分の目で見つめ自分自身で答えを
出してほしい。これからの自分の姿と夢を思い描けられる幸せを感じて、希望をもって生きていって
ほしいと願っています。戦争で大空に散った若き特攻兵達も、将来の日本の若者に対して、同じ想
いを胸に抱いていました。戦争という時代のうねりの中に自分の身を委ねるしかなかった、彼らの青
春。後世に託した彼らの願い。生きる意味や命の価値、自分の夢を考え続けた若き特攻兵達の青
春を、今の高校生達にしっかりと観てほしいと願っています。かつての若者の悲劇を現代の高校生
が見つめなければならない時、それはまさに“今”だという気がしてなりません。
自由人会 企画部

鳥濱 トメ・・・
トメ・・・富
・・・富屋食堂の
屋食堂の女将
鳥濱 美阿子・・
美阿子・・トメ
・・トメの
トメの長女
鳥濱 礼子・・・
礼子・・・トメ
・・・トメの
トメの次女
(女学生)
女学生)
川辺 まつ江
まつ江・・闇屋
・・闇屋
田所 達也・・・
達也・・・軍曹
・・・軍曹
宮原 四郎・・・
四郎・・・少尉
・・・少尉
岡島 良介・・・
良介・・・少尉
・・・少尉
池部 芳雄・・・
芳雄・・・少尉
・・・少尉
池部 謙吉・・・
謙吉・・・芳雄
・・・芳雄の
芳雄の父
石原 純子・・・
純子・・・芳雄
・・・芳雄の
芳雄の許婚
藤田 肇・・・・中尉
・・・・中尉
藤田 史郎・・・
史郎・・・肇
・・・肇の父
藤田 雅江・・・
雅江・・・肇
・・・肇の母
山本 貞子・・・
貞子・・・女学生
・・・女学生
松村 弘美・・・
弘美・・・女学生
・・・女学生
林 泰江・・・・
泰江・・・・女学生
・・・・女学生

兵庫県立芸術文化センター
兵庫県立芸術文化センター 公演 ア ン ケ ー ト よ り
箕面市・
箕面市・80 歳・男性
昔、航空場に勤務してました。部隊より特攻隊が編成され、
36 機は九州・大分飛行場に展開・8 月 15 日 18 時頃出撃の
命令を受けていました。同期生の多くが知覧及び、万世より
出撃して行った。今回、鹿児島県人会の方からこの公演を知
り、是非観たいと思いました。「良かった」の一語です。当
時を知らない人々に大戦末期の一場面（特攻）をより多くの
人達に知ってもらうため、日本全国で上演されることを希望
します。今後どこかで上演されるときは、是非ご一報下さい。

神戸市・
神戸市・51 歳・女性
無念です。人の命より国のために生きる時代のむごさ。とても悔し
かったです。歴史を知れば知るほど、平和の意味を考えます。一生
懸命生きていた民の姿がリアルでよかった。
神戸市・
神戸市・63 歳・男性
先輩より特攻隊の話を 30 年前に聞いていたので、現在の平和をし
みじみ有難く思い、心の底から泣きました。台本もさることながら
出演者の「心」がジーンと伝わって感動した作品でした。

神戸市・
神戸市・24 歳・女性
難しい話はわかりませんが、素直に泣くことができまし
た。戦争というものが、いかに残酷で虚しいものか、この
平和な時代が今あるのも、これがあったからなのかなとも
思います。いつの時代も決して忘れてはならないことなん
だと思います。この戦争をテーマに、こんなにもリアルに
再現できていて演じていて大変な苦労をされたと思いま
すが、観ている私はとても痛感させられる思いでした。と
ても良い舞台でした。ありがとうございました。

･
･
･

日時：2014 年 8 月 7 日（木）～10 日（日）
場所：神戸アートビレッジセンター

絵／岡本颯子

新一年生のつどい
～～～～ごごごご入学おめでとう大会～～～～

今年二月、神戸新聞松方ホールで、
神戸新聞社主催「新一年生のつどい～
ご入学おめでとう大会～」が催され、
今年も自由人会の人気キャラクター
〝こざるくんとおさる先生〟がお祝
いに駆けつけました。
自由人会がこのイベントに参加す
るのは、今年で三回目。今年の演目は、
新一年生の子どもたちの為に「おさる
の山」から二匹のおさるがやってき
て、一緒に歌って踊ってお祝いすると
いうもの。舞台の上から呼び掛けると
たくさんの子どもたちが舞台に！み
んなとても上手に元気いっぱいに歌
って踊ってくれました。今年から新一
年生のこざるくんや、おさる先生も歳
を忘れて一緒に楽しんだようです。
その後、山に帰るバスに乗り遅れた
二匹はそのままプレゼント抽選会の
お手伝いをする事に。当選した子ども
たちにプレゼントを手渡ししました。
みんなの嬉しそうな笑顔！良かったね！
また来年も
たくさんの
子どもたち
に会いたい
なと願いつ
つ山へ帰る
二匹なので
した。

今 年 度 も オ ー デ ィションよ
り素 晴 ら しい人 材 が加 わ り
ました！学校公演はもちろ
ん、一 般 公 演 作 品 でも その
勇 姿 を みせてく れ る でしょ
う ♪ 楽 し み に し てく だ さ
い！そして今年もワークショ
ップや各種イベント随時計画
中です。劇団ウェブサイトは
是 非 ブ ック マー ク してく だ
さ いね ！ いつす る んです か
今でしょ
（
Ｍ・
Ｎ）

制作部 祐樹あい

･

各種イベントや客演情報のお知らせはもちろん、役者・スタッフ達のブロ
グなど、自由人会の情報が盛りだくさんです♪チケット購入も劇団ウェブ
サイトからが便利です。Let's Access!

阪神 淡路大震災
の時、子ども達が学
級通信に書き綴っ
。
た様々な想い
瓦礫の中で見つ
けた人の強さと優
しさ。彼らの魂の記
録が、今を生きる私
達に生きる意味を
問いかけます。

鄭義信（チョン・ウィシン）氏 新作☆合同公演

かぎばあさんは
泥棒？幽霊？
魔法使い！？
いいや、何でも話せる
親友！そして悩みを聞
いてくれるお姉さん。
そしてある時はやさし
く包み込むお母さん。
大ヒットしたベスト
セラー絵本をついに舞
台化！子ども達は〝か
ぎばあさん〟の登場を
待っています！

facebook・twitter 更新中

原作／手島悠介（岩崎書店刊） 脚本・演出／ふるかわ照

兵庫県劇団協議会（ひょうご劇協）の合同公演の銅鑼が鳴り響きました！
6 月 1 日(土)、 作・演出をお願いする鄭義信（チョン・ウィシン）氏をお迎
えして、神戸アートビレッジセンターでオーディションが開催されました。
自己紹介・セリフ合わせ･･･そして一芸!?ギターで熱唱、ショートコント、
殺陣、鼻で風船を膨らませる!?などなど緊張感の中にも、それぞれアピール
が出来たのではないでしょうか。鄭氏も会場を下見した後「結婚式場を舞台
にすると面白いね～特別席とかおいて」･･･と、すでに着々と構想が出来上
がっている様子。来年 8 月が待ち遠しい限りです！

原作／B・バイヤーズ 脚本・演出／ふるかわ照

1700

昨年に引き続き、2013 年 3 月に垂水魅力アップ事業として“ファッション
ショー”を行いました。今年は霞ヶ丘ふれあいまちづくり協議会の方達とご
一緒です。今回は参加者の年齢が 3 歳から 80 歳代までの老若男女の方達が集
まったこと、また日本舞踊やフォークダンスなど一芸を披露してくださった
り、元アパレル関係のお仕事や、元モデルをされていた方などファッション
には詳しい方がいらっしゃったりと、前回とは違う“みせる
みせるファッションシ
みせる
ョー”ができました。初めは恥ずかしいとしりごみされていた方も、周りの
方がつけまつ毛を付け、ほほ紅を入れると 30 歳位若返るその姿に興奮し「私
も、私も！」と皆さんが娘の心に変身していく姿はとても微笑ましく、いく
つになっても女性は色気を失わないのだと改めて感じました。また、男性陣
はショーを盛り上げる為に、ある人は女性をエスコートしたり、ある人は女
装で道化役をかってでたりと、いくつ年齢を重ねても男性としてのプライド
を持ち合わせている姿はとても格好良かったですね。
ファッションショーを通して心の奥底にあった“色気とプライド”に出会
い、参加された方達だけでなく、私達もとても幸せな時間となりました。

自分っ てな んだ ろ
う。大人って ？愛っ
て？思春期に 心が揺
れ動くカーリ ーは、
二人の少年と 出会い
一つずつ答え を見つ
けていきます 。新し
くもどこか懐 かしい
家族は、ぶつ かり合
いながらも人 間愛を
謳う。青春時 代に一
度は見たい不 朽の名
作。
ついに全国で
ステージを突 破しま
した！

久しぶりのＪのこだわり。今回は興味が無い方には全く興味が無いジャンル

と思う話でも、読み終われば、なるほどと思えるヒントの一つくらいにはなり

『園芸』です。あ、まだ読み飛ばさないでください！今は関係なく興味が無い

ということですが、バラは棘が多くて病気に弱そうだし、手入れが大変そうと

ますから。そんな私がお勧めしたいのが、実はバラなんです。なぜバラなんだ

なに難しいものではありません。そんなバラのいいところは、目をかけてあげ

いうイメージがあります。でも、実は定点的にしっかり管理してやれば、そん

てでも恋愛でも、努力した分報われるという子供の頃に倣った絶対法則は、私

ればその分しっかり育つ、というところだと思います。仕事でも勉強でも子育

かもしれません。そんなマイストレス社会に生きる私にとって、やったことが

の場合、大人になる過程で儚くも崩壊しました。演劇なんて、その最たるもの

は実のなる野菜という実益よりも、体全身でその芳醇な香りを味わう高貴なバ

目に見える形で報われるというのは、完全なる精神の解放に近い。そしてそれ

かにも高尚な感じがするでしょう？でも、コレほんとおすすめです。地植えで

ラほど、さらに精神の昇華に繋がるのです。ほら、こんな書き方をすると、い

く考えずに家に迎え入れましょう。そして、バラほど土で変わる植物もありま

も鉢植えでも構いません。最初はとにかく自分が気に入ったバラを、あまり深

そのうちバラのことをバラと呼ばず二人称で呼び出す日がきっと訪れます。そ

せん。ああだこうだと試行錯誤して楽しめると思います。咲き誇る日を夢見て、

うなれば、バラのことを〝家族〟と認識する日も近いです。想像を超えたバラ

の美しさ。その原点は、土にあり。

！！

嫌われてる紫外線
われてる紫外線！
紫外線！

編集後記

紫外線はガンやシミ、シワの原因になるので浴びな
い方がいいと言われてます。確かに、過度の紫外線は
健康に害を及ぼします。でもまったく浴びないでいい
のか…といえば、それは大きな間違い。紫外線によっ
て皮膚でビタミン D がつくられます。適度な量の紫外
線は、健康を維持する上でなくてはならないものです。
なんでもほどほどってことですね。

？！
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いろあせることのない“
いろあせることのない“色気と
色気とプライド”
プライド”

座右の銘は“七転八起”

一人でも多くの方の心が温かくなるような作品にしたいです。
常に情熱を持って取り組んでいきます。よろしくお願いします。

原作／西宮市立樋之口小学校６年３組一同・松田満
脚色・演出／ふるかわ照

