光中央診療所
内 科

リウマチ科

東洋医学科

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

李登輝 元台湾総統推薦

平成２７年度

石川公弘著

演劇やまと塾 第２０回公演
ＹＡＭＡＴＯ ＡＲＴ１００プレ

ミツコの肖像

二つの祖国を生きた台湾少年工
並木書房 刊

市民劇団

1728 円

〜バーデンバーデン 2 〜

作・演出／井上 学
作曲／黒田 雄治

普
、ごく 通の人た
ィータッ
デ
く
チで描
ちの
コメ
心温
まる 物 語

ミュージックショップ

DAIEI RECORD

MidorinoMori DENTAL CLINIC

音楽ソフト , たばこ , オーガニックペットフード

2015 年

８月 29 日 (土) 夜 7 時 開演
30 日 (日) 昼 12 時半 開演
30 日 (日) 夕 4 時半 開演
（開場は開演の３０分前）

〒242-0021

神奈川県大和市中央 2-4-18

北京飯店地下 1Ｆ

TEL:046(200)2347
営業時間：PM7:00 〜 11:30

ホームページ
http://dr-ai.com

誰でも知っている おいしいやきとり

本格炭火の

焼鳥 い

社会福祉法人

地域の中でともに生きる

その他 刺身・焼物いろいろ

つ わ

大和駅銀座通り奥 150ｍ
TEL・FAX 046-262-3966

大和しらかし会

会 場：大和市渋谷学習センター多目的ホール（イコーザ２F）

ドクターあい 検索

（大和市福田 2021−1 小田急江ノ島線 高座渋谷駅 西口下車 1 分）
駐車場 有料 イコーザ内または近隣 〜公共交通機関をご利用ください〜

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

定休日 日曜日

料金：大人前売り 1,000 円

小・中・高校生以下前売り、当日共に５００円 全席自由
（保護者同伴の場合大人１名につき、小学生２名まで無料券発行）

℡046-274-2426

児童発達支援事業所（多機能型）
どんぐり

松ぼっくり

問い合わせ：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/

みらい

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

当日 1,200 円

市民劇団

演 劇 やまと塾
第20回 公演

社会福祉法人 県央福祉会

ワークス 桜

舎

おめでとう
ございます

やまとＩＣＴセンター／カフェレストランダンデリヨン

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

主催
後援

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
主催 市民劇団「演劇やまと塾」
後援 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
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

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はおかげさまで９年目を迎えることができました。
これもひとえに皆様方のご支援、ご声援の賜物と心より感謝いたしております。
さて第２０回公演「ミツコの肖像 ～バーデンバーデン２～」は一昨年、昨年同様、コメディータッチで心
温まる物語です。毎年ご好評をいただいている井上学作品の第３弾です。また音楽は故黒田雄治さんの曲を使
わせていただいております。
今年は歌もダンスも芝居も難しく、悪戦苦闘しましたが、演出家をはじめ講師の方々のご指導、献身的なご
助力のおかげで、今日の日を迎えることができました。どうぞ最後までお楽しみください。
また、本年もＹＡＭATO ART100プレ公演として参加いたします。今年のコラボレーション団体は、大和
映像サロンの皆様で、カメラ指導等をお願いしました。
塾生一同舞台の中で輝けるよう一生懸命演じます。皆様方の明日も輝かしいものになりますよう願ってご挨
拶の言葉としたします。

公演によせて
大和市長

大木

哲

演劇やまと塾公演「ミツコの肖像 ～バーデンバーデン２～」のご開催、おめでとうございます。大和生まれ
の貴劇団が、２０回目という節目の公演を迎えられ、大変嬉しく思います。
今回は、一昨年上演の「バーデンバーデン」の続編として、笑いあり涙ありの舞台が披露されると伺っており
ます。ご出演の皆様には日々の稽古の成果を発揮し、来場される方々に笑顔と感動を届けていただければと考え
ています。
また、本市は、来年１１月に文化創造拠点の開設を予定しており、新たに誕生する芸術文化ホールをぜひご利
用いただきたいと思います。
結びに、貴劇団が一丸となって創りあげた舞台が、今後ますます発展されますことを祈念し、お祝いの言葉と
いたします。

作／演出
井上 学

作曲
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。

振付
乾

黒田 雄治

プロフィール

1944年京都市生まれ。名古屋大学合唱団の指揮者を
経て上京し、音楽舞踊団「カチューシャ」でミュージ
カルの舞台に立つ。その間、NHKオーディションに合
格。年間150ステージをこなす。シャンソンコンクー
ル奨励賞を受賞し、コンサート活動も始める。舞踊団
解散後はバンド「織音座（おりおんざ）」を主宰し、
ライブ、ミュージカル、演劇活動を行う。
2013年12月逝去。

歌唱指導
智恵

プロフィール

５歳からモダンダンスを始める。
日本女子体育短期大学舞踊専攻卒業後、エアロビクスイ
ンストラクター、モダンダンス指導。結婚、出産後平成
１３年度より大和市にてキッズダンスクラブを設立し、
モダンダンス指導。
平成２８年３月に大和市生涯学習センターにて第８回発
表会を開催いたします。
ダンスと子供達をこよなく愛し、活動中。

劇団リリエンタールプロジェクト

代表

井上

学

http:/lilienthalproject.net

℡070 1270 0810

mail: info@lilienthalproject.net ／ twitter: @lili̲project

劇団員募集中 ! （横浜市内で活動中）

冨田康子

『ミツコの肖像』あらすじ
「町の空き地に温泉が出る」…リストラされたサラリーマン、永瀬の詐欺まがいのウソが招いた大騒動。人
々の窮地を救ったのは、世の中から姿を消していた幻の大女優、原ミツコだった。あれから2年。穏やかなこ
の町に女流写真家、ヒカルがやってくる。都会の感性で生きるヒカルと、町の人々の遠慮のない態度は、小さ
なイザコザを重ねながらもやがて心を通わせていく。そんな中、再び姿を消したミツコ。町の人々はミツコを
探して、ある奇策を思いつく。

前作『バーデンバーデン』あらすじ
不景気のあおりを受けてリストラされたサラリーマン、永瀬。貯金も底をついた頃、たまたま流れついた
大和で、ひょんな思いつきから「ここに温泉が出る」と大ボラを吹き、金をだまし取ろうと計画する。とこ
ろが地主の寺田はそれを真に受けて、どうにも逃げ場を失うハメに…
一方、温泉が出るとされる空き地の隣で小さな洒落たバー『バーデンバーデン』を経営している若い女、
月子。月子がこの町に店を開いたのは、家族との間に起きたつらい過去が一因にあるのだが、そもそもそれ
も彼女の優しさが招いたこと。経営は思わしくないが、余ったランチをホームレスのような風体の女に無料
で提供するのが日課になっている。
空き地では地元の建設会社も巻き込んで、大規模な掘削が始まるものの、もとより大ボラから始まったこ
と。温泉など出るワケがない。窮地におちいった永瀬は自分のウソを告白するのだが、この町の人々の温か
さに心動かされていた月子の「温泉は出ます！」のひと言で、ふたたび総出の作業が始まる。
それを密かに見ていたのが、ホームレスの風体をした女。実は世間から姿を消していた幻の大女優、原ミ
ツコだったのだ。ミツコは、『バーデンバーデン』の経営難を知り、町の人々と作業している月子に「ラン
チのお代」と100万円の札束を手渡す。驚く月子と町の人々。
と、あたかも思いが通じたかのように地面を揺るがす轟音が響き、大歓声の中、みんなが掘っていた穴か
ら大きな水柱が吹き上がるのだった。

■キャスト
■カメラ指導
大和映像サロン

ヒカル（写真家）
ミヨ （ニートの若者）
玉枝 （近所のおばさん）
美千子（近所のおばさん）
永瀬 （元詐欺師）
木塚 （建設会社社長）
寺田 （地主の妹）
星川 （警察官）
鳥井 （レポーター）
影山 （ヒカルの師）
ナナミ（小学生）
ちひろ（小学生）
シンヤ（小学生）
みさき（小学生）
青野 （みさきの祖母）
町の人
ミツコ

長澤純子
御堂紫音
上原慶子
長尾里美
戸ヶ崎正次
宮沢隆司
佐竹育子
千葉 裕
滝沢俊也
辻 秋広
榎本和花
石原楓花
横田寿太朗
長尾愛姫
沼田勝子
鈴木義人
水野昂子

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。

モダンダンスレッスン

♪キッズダンスクラブ♪
＜指導＞乾

智恵

＜Tel＞080-5034-0435

＜Mail＞chie.danceearo1219@icloud.com
無料体験、見学は上記にお問い合わせ下さい。

■スタッフ
作・演出
作曲
振付
歌唱指導
照明
音響
衣装
舞台監督
技術監督
イラスト
制作
総務

井上 学
黒田雄治
乾 智恵
冨田康子
谷川裕俊
飯田加菜
沼田勝子
石間義明
森 邦夫
海老原汐里
佐竹育子 上原慶子
水野昂子
長澤純子 長尾里美
戸ヶ崎正次

