光中央診療所
内 科

リウマチ科

東洋医学科

デイサービス

げ・ん・き

〒242-0024
神奈川県大和市福田 2 丁目 8-3
TEL/FAX 046-240-8804

社会福祉法人

耀やまと

福田憩いの家

平成 29 年度 市民劇団 演劇やまと塾 第 24 回公演
YAMATO ART100 プレ

TEL:046-244-6291
大和市福田 8-22-20
WWW.kagayaki-fukuda.or.jp

ブンナよ︑
木からおりてこい

診療受付：平日 9:00 〜 12:00 14:00 〜 18:30( 土〜 16:00）
休 診 日：木曜 日曜 祝日
小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩 5 分
TEL:044-955-1955
http://www.jrlaser-hikarichuo.com

サービス付高齢者向け住宅

Crossover Yamato
一般社団法人 クロスオーバー大和
〒242-0021
大和市中央 1-7-12 中央レジデンス 101・102

大和しらかし会

大和市障害福祉センター松風園

第１松風園 第２松風園

日中一時支援事業 ・ 保育所等訪問支援事業 第１松風園

〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間二丁目２４番１号
電話 046-274-2426 / FAX 046-276-9049

相談支援センター松風園 ( 計画相談 ・ 障害児相談等 )
〒242-0005 神奈川県大和市西鶴間一丁目１２番２０号たから壱番館 B 号室
電話 046-272-0040 / FAX 046-240-0424

社会福祉法人

大和しらかし会

児童発達支援事業 ぴこっと ( 多機能型 )
〒242-0016
大和市大和南 2-8-32 1F
TEL 046-240-0101
FAX 046-240-0118

いきな
オヤジの

焼鳥屋 い つ わ

大和駅から２分銀座通り真っすぐ

TEL 046-262-3966

社会福祉法人 大和しらかし会

作
補綴
演出

児童発達支援事業 みらい ( 多機能型 )
〒242-0005
大和市西鶴間 1-22-12
L. とれじゃーⅦ 102
TEL/FAX 046-272-0118

社会福祉法人 大和しらかし会
児童発達支援事業 どんぐり ( 多機能型 )
〒242-0006
大和市南林間 5-1-24 ３号棟
TEL/FAX 046-272-1009

社会福祉法人

大和しらかし会

児童発達支援事業 松ぼっくり ( 多機能型 )
〒242-0006
大和市南林間 5-1-24 1 号棟
TEL/FAX 046-240-1008

市民劇団

酒り場

俺ん家

〒242-0024 神奈川県大和市福田 5533-4
田中ビル 1F
T E L 04 6- 244 -5 66 0

唄える店・お料理自慢

スナック ふみ
大和市福田 1-18-1
社会福祉法人

046-269-6591

2017 年

９/10(日)
昼の部 12 時 30 分開演
夕の部 16 時 30 分開演
（開場は開演の 30 分前）

県央福祉会

演劇やまと塾

ワークス桜舎 就労継続支援 B 型・生活介護

会 場

http://blog.goo.ne.jp/engekiyamato/

〒242-0022
大和市柳橋 2-9-9
TEL 046-259-6701 FAX 046-259-6775

主催
後援

TEL 080-6771-4455

水上 勉
小松幹生
井上 学

大和市保健福祉センターホール

問い合せ

080-6771-4455（やまと塾事務所）

E-mail

engekiyamato@mail.goo.ne.jp

公式ブログ http://blog.goo.ne.jp/engekiyamato
市民劇団 演劇やまと塾
マグカルフェスティバル実行委員会／大和市
大和市教育委員会／ ( 公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団

ごあいさつ

市民劇団

演劇やまと塾

代表

平成２９年度

上原慶子

本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。
市民劇団 演劇やまと塾も 11 年目を迎え、第 24 回公演を開催できますのも、ひとえに皆様方のご指導、ご支援の賜物
と心から感謝いたしております。
さて、今年の公演は一言でいうと「挑戦」です。今まで創作した作品が多かったのですが、今年は初めて既成の文学
作品に挑戦します。
文豪水上勉が、多くの母と子のために書いた名作を、小松幹生が台本化し、劇団青年座が上演しました。今回はその
台本を使用し、やまと塾なりに演じます。
動物の生と死、命のつながり、生き方を問う奥深いテーマです。
演出家からは「ファンタジーではなく、新劇として演じよ」といわれました。
蛙、雀、百舌、鼠、蛇などそれぞれの動物から見た社会、動物から見た人間、動物の気持ちになり、自分の生き方、
自分の心に問いながら芝居をつくっていきました。精神的にも肉体的にもかなり厳しいものでした。でも、やりがいは
ありました。
どこまで作者の意図を伝えられるかわかりませんが、公演を通して何かを感じていただければ幸いです。

公演によせて
演劇やまと塾

大和市長

大

木

哲

第２４回公演の開催を心からお慶び申し上げます。

貴劇団におかれましては、大和で生まれた市民劇団として、長きにわたり、演劇の普及、向上のためにご貢献いただい
ております。皆さまのたゆまぬ熱意、結束力の強さに深く敬意を表するところでございます。

市民劇団

演劇やまと塾

「ブンナよ、木からおりてこい」
トノサマ蛙の子、ブンナはもっと広い世界、平和で仲間の殺されない未知の国を求めて寺の椎の木にのぼる。
椎の木のてっぺんにはあったかい土、草や花があり、虫もとんでいて一見天国のようだった。
しかしそこはとんびの餌ぐらだったのである。とんびにつかまれ次々と運ばれてくる雀や百舌、鼠、蛇。死を目前にし
たそれぞれの動物の生への願い、心の葛藤。
そんな姿をブンナは目の当たりにするのである・・・・。
原作水上勉による生命のつながり、生命の尊厳を描く作品。

スタッフ

キャスト
ブンナ
和尚
物識り
老蛙
姥蛙
中年蛙
若蛙
子蛙Ａ
子蛙Ｂ

石原楓花
辻 秋広
戸ヶ崎正次
宮沢隆司
沼田勝子
長尾里美
滝沢俊也
佐竹育子
横田寿太朗

雀Ａ
長澤純子
雀Ｂ
長尾愛姫
ふくろう
水野昂子
百舌
浜 純子
青大将
塚本展正
ブンナの母 水野朋子
鼠
上原慶子
蛇
中野 将

台が拝見できるものと期待しております。この作品を通じて、生きることの意味と素晴らしさ、そして心を震わす感動
をご来場の皆さまと共有できることを切に願っております。
今日までの努力を糧に、貴劇団がますますご発展、ご活躍されることを祈念し、お祝いのことばといたします。

歌唱指導

井上 学

プロフィール

1966年相模原市生まれ。1991年神奈川芸術祭創作脚本コ
ンクール優秀賞受賞。以後、横浜を中心に市民参加型ミュー
ジカル等の劇作・演出にたずさわる。主な作品は『がんばれ
ッ！日本国憲法』（共作）、教育ミュージカル『友よ！』、
緑区民ミュージカル『LOST AGE』、港北区民ミュージカ
ル『RIVERSIDE STORY』など。現在、劇団リリエンター
ルプロジェクト代表。
横浜市磯子区在住。

リリエンタールプロジェクト
井上 学

演劇グループ

代表

http:/lilienthalproject.net

mail: info@lilienthalproject.net ／ twitter: @lili̲project
メンバー募集中！

冨田康子

プロフィール

玉川大学芸術学部声楽科卒業後、劇団テアトル・エコー
入団。
チェーホフ「三人姉妹」モリエール「病は気から」ミュ
ージカル「１１ぴきのネコ」などに出演。声では劇団飛
行船「ジャックと豆の木」メアリー姫、「七ひきの子や
ぎと狼」ミー役ｅｔｃ。退団後、テアトル・エコー研修
生ヴォイストレーナー、昭和音大付属音楽教室ミュージ
カル唱法講師として後進の指導をつとめる。

冨田 Vocal 教室

ミュージカル、ポップス

etc

基礎から、ていねいにお教えします。
ご興味のある方は、ご連絡下さい。
090-4846-4430

熊本県人会会員募集中
事務局
会長

090-9687-6752
浮田清次

地域の中でともに生きる
社会福祉法人 福慶会

福田の里
〒242-0024 大和市福田74番地
電話 046-267-8425 FAX 046-267-8426

詳細、お問い合わせ先

演出／井上 学
作曲／戸ヶ崎正次
編曲／外川明子
歌唱指導／冨田康子
照明／谷川裕俊
音響／飯田加菜（織音座）
演出助手／辻 秋広・水野朋子
舞台補佐／石間義明
舞台監督／森 邦夫
台本／劇団青年座
イラスト／サタケイクコ
制作／上原慶子・佐竹育子・水野昂子
総務／長澤純子・長尾里美・戸ヶ崎正次

本日は、直木賞作家、水上勉の名作「ブンナよ、木からおりてこい」を上演されるとのことで、一段と素晴らしい舞

演出

第２４回公演

http://siustar-jazz.jp/

