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■本公演記念 特別対談く第3回〉
竹田哲士（電動夏子安置システム演出担当）

3月某日、通し稽古の終わった午後10時。稽古場のある田端駅前には悲
しいかなお店というものが少ない。やむを得ずいつも足を運ぶ例の居酒
屋に腰を落ち着けるのだった。
今回は月イチ公演の演出担当にして演出助手の高松亮を迎え、二人の演
出観について聞こうとしてみました。あくまで聞こうとしてみました。

高松亮（演出助手・月イチ公演演出担当）
事演出、一ノ）・、て

竹田あっはっは。ちゃうちゃうパソコンてだって出しておくもんで

迄」．一・．何か二人で打ち合わせとかしているの？

高松横にして置いておくと、ちょうどそこで飯を食うから。
竹田あっはっは。
高松飯の時においておく場所がなくなる。
竹田これねたぷんね、この男は活用しないと思います。
佐藤ね−。ねえいくらしたんだっけ？

竹田 話してないですね。まったくするつもりもないですし。
高松それは思ってました。（笑）
竹田ねえ。（高松と）一対一でナ二を喋ろうってねえ（笑）。

高松ええ（笑）。
竹田 俺ねえ、（今回は）対談だと思ってなかったんですよ。イ
ンタビューだと思ってたんで、「村上さんが質問して、何
か俺が答えるんだな、じゃ今日は何を話そうか」とか思っ
て。
最初の頃はそうだったね。ナプリとか。

しょ？

高松13万円。

竹田安いね。
A4でV●10で・‥

高松2005年春モデル。

最新型。

新田で、高松が笑笑に来るって聞いてドキッとして。「なああ
んでだよおお！」って（笑）。
いやいやいやいやいや。
帰り際声を掛けられなかったら「よし帰ってもいいのか」
なんて。
竹田 はははははは。そうそう帰ろうとしてやんの。帰り際に村
上さんに何も言われなかったから帰ろうだって。「そんな（
インタヒューで対談するという）話も聞いてたけと」とかい

竹田 なんでそんなに安いの？
多分cerelon。

高松ヒツクカメラのセールで15万円。
WordとかExcelはり

高松入ってますね。
えー、ちょうだい1

高松やです（笑）。
いやいやパソコンじゃなくて（笑）。CD−ROMとキーさえくれ

れば。

ってた。

いや、俺は仕事があったからね・‥てちょっと。お前そ
れどういう奉りl

高松あーあ−。CDとかはついてないです。
竹田 はり（竹田と村上ポカーン）

松あはははは。
田．つまりね、そういう男なんですよ（笑）。
ろくな奴じゃないですね一。はあー。

※注 パソコンに付属しているソフトは、必ずCD−ROMなどがつい

ていますよ高松さん。

田・逆に俺ねえ、澤村君とかに聞きたいんですよ。平日はこ
の人どんななんですか、と。
あ、ぼくですか。平日…はどうでしょうねえ。何か、結構
実ってますね。
笑ってるり（目を細めながら高松を見る）
そ、そう？

あーすいません、まさかこっちに振られるとは思ってなか
ったので。あーいやいや、普通ですわ。
「普通の演出」って、とういうのでしょうね。
高松 ‥‥

竹田 意見があるなら言っていいよ。
佐藤いつもどおりアレだよね。フットワークなんか役者の周りを
℃

ウロウロ。（ワンシーン）終わった度に一人一人・‥。

こそこそと。

佐藤そうそう（笑）。
豹田高松さんフットワークいいですよね。
いやいや今回はそうでもないですよ。
そうだったあり階段のほうに小原君が行ってると、そこま
でいって演出してる。
松小原君は降りてこないからさあ。そこまで行かないと。

竹田 まあ梱包といてないですからねこの男（笑）。
俺がときに行くよ。
竹田 誰か行くような作業じゃないですよ†箱の中から取り出して、
こうめくればいいだけですよ（笑）。
しかし普通●alOつて抱き合わせしないからね。

高松何か最初から入ってるって。
それで13万は安すぎるね。
竹田安いですね。
なんでだろう。
竹田何か駄目なんでしょうね。
何かあるね。
竹田で、どこら辺が駄目なんですか（笑）？
高松いやいや、（音楽の）榊原さんと一緒に行って、「これがいい
です」っていって見てもらったら「ア一、これなら大丈夫です
ね」と。
佐藤何やりたいって言ったの？
高松さ一、なんでしょうねり
台本をWordで打ちたいです、とか。

高松 喜ってねえ−（笑）。
竹田 とりあえずみんなの台本がメールで送られてくるようになる
ね。
アドレス持ってる人はみんな送られてるからね。竹本君と
か。

性ソ」、原氏は休憩中の他役者陣のタハコの煙から逃れるた
め、地下にある稽古場に入るまでの階段の踊り場にある
ベンチに居を構えている。この場所が通称「オバラ荘」「
オバラ城」と呼ばれている。

高松竹本君はねえ。メールで届いてても稽古場で「台本なくした

田：オパラ荘を訪ねていったわけだ（笑）。「失礼しま−す」っ

竹田もうあの、芝居のまんまだよ。
佐藤あの後作った平台が全部5mmずれてるんだよね。
竹田でかいな（笑）。ところでこれ撮ってるんですよね。
うん。
竹田 じゃああまり無駄な会話できないな。
あ、全都掲載するよ。
竹田全然ちゃんとした話してない（笑）。梱包の話とか面白かっ
たけと。「必ずしまうんです」。結構な重労働だと思うんだけ

て。

高松そう。「あれ、小原若いねえな」と思ったら。あそこだ、つと。
竹田 大物俳優って感じで一一人個室を与えられている感じだ（
笑）。他みんな大部屋でタバコ吸ってるのに。
松さん最近新しいハソコンを田ったらしい

竹田 高松さんパソコン買ったの？
高松買った買った。

」って大騒ぎしてますから。

※注 小泉めぐみのインタビューを参照してください。

と。

竹田 じゃあ、その話をしますか（笑）。何に使ってんの？
高松それがさあ、開いてないんだよね。
竹田 ぶあ〜かlえ、開いてないって何？梱包をり
（一同大爆笑。ここより笑いっぱなし。）

高松ええ。いや、梱包は一回開いて、んでまたプチプチした
奴に包んで、箱にしまいました。
竹出その手間はまた面倒くさいんじゃない（笑）り
高松うちね、そうしないと置き場がないんです。

高松プレステ2もしまってますよ。
竹田あっはっはっは†そんなに場所とらないだろI
高松プレステ2を出して、ゲームをしたら、またこういう、あの−、
箱に。包んで。うす−い紙で包んでから発泡スチロールで
はさんで。

■ではそろそろまじわな［話を

酒巻演出助手の時にも、竹田演出と酒巻演出に違いが指
摘されていましたが、高松さんはやっていてとうですかり確
か今回が正式な助手としての仕事は初めてですよね。

高松電夏では初めてですね。
そうか。明治大学時代には竹田脚本、高松演出というコン
ビだったね。

高松遊びでね、遊びで。

竹田哲士
静岡県出身
電動夏子安置システム主宰にして、脚本・演出担当。
今回まで12回の本公演の脚本・演出を手がける。

でも何回かあったでしょ。ではまず竹田さんに。大学時
代に自分の脚本に高松さんが演出をしていた頃。
竹田でもね。高松さんがちゃんと演出をしたのは2本でしたっ
け。アレは僕の中では名作ですよ。
どのあたりが良かったり演出の仕方とか視点とか。何が
ポイントでした？

竹田あのね。あんまり人に嫌われないんですよ。人に嫌われ
ない演出なんですよ。演山家はアレだよね。人に嫌われ
てナンボだと思うんだけど。
高松（うなづく）
竹田 とんなことを言ってもね。まそんな強いことも言わないし、
いやなことも言わないんです。ソフトですソフト。ジェントリ
ー演出（笑）。シェントルマンです彼は。

こいつ紳士だ。

竹田ただね、やなところは顔に出るんですよ（笑）。顔に出てる
のに気づくのは一部の人間だけなんですけとね。
澤村君は気ついたり
澤村アーいや、僕は今週イッパイイッパイだったので。前回は
去年ですし。
竹田あの時は演助は酒巻で高松は3番目の男だったからね。
で、気がついたところだけ稽古場の片隅で「ちょっとちょ
っと」って呼んでコソコソって「あれやってみて」って。

澤村ああ。よく言われましたねえ。
竹凹なんかテレヒの構成作家みたいにね。それで「竹田さん
のご機嫌うかがってみて」みたいな。俺が気に入らないと
高松さんのカを見て「お前か」みたいな。
高松金曜日はトキドキなんですよ。
（一同大爆笑）ああ、結果が見えちゃうんだ。
竹田そそ。そういうこと聞きたいんだ。平日何やってんだ。
高松だから金曜日は俺が一番緊張してるの。
竹田週末に俺がやって「此処こうしておいて」って言ったことが、
平目稽古して、また次の週末に見てみると戻ってる。そ
の時に「お前何かしたのか」って思っちゃう。「あいつなん
か余計な聾したのかな」って（笑）。あれ？先週と同じだ
ぞ？って。

それに対していかがり
扁松え？あ、いや、わかん‥・ないっすねえ。

竹田・佐藤あはははは。
竹田あれ直したはずなのになんで戻ってるんだろうり何か紆
余曲折があったのかなあ、とか。高松さん的にはそっち
のほうが面白いと思ったのかも知れない。胸倉つかんで
問いただしたいところではある（笑）。
高松さんの演出を見て「ああ、そういう手もあるなあ」とか
思ったことあるり

竹田ありますあります。
じゃあ今の話みたいに自分が一度捨てた手を高松さん
が持ってて、それを「面白い」と思ったことはあるり大学
の頃も含めて。
竹田もちろんありますよ。でもね面白さを共有してるとは思えな
いんだけとね（笑）。確認したためしもない。ねえ。

高松ええ、ないですね（笑）。
竹田 rこれ面白いよね」とか（笑）。
逆に高松さんが、竹田さんの演出よりも自分なりにこうし
てみた、ていうのはあるり金曜日みたいに顔色うかがわ
ずに、自分の意思で変えたところ。
高松ありますよ。もちろん後で顔色うかがってますけど。「前に
竹田さんにこう言われたんです」とかは「ああ、じゃあそれ
で」とかぎいながら、でも「やってみて」とか。
竹田そう、そこ（意見の受け入れ方）が上手いんですよね。
ん−。世渡り上手り
竹田世渡り上手。でなきゃ生きていけませんよこんな人（笑）。
27年間も生きてませんよ。結構高松さんバイト先でも人
気あるんですよ。信じられない話なんですけども。あーこ
の人世渡り上手なんだな、と。
■互いの前山時に気をつけることは

竹田俺もね、毎回稽古場では高松さんの顔色うかがいながら
爆笑してるんです。（高松君に）あれだよね。話し合いで
すりあわせないけどさ。
高松そうそう。
竹田言いたい事わかるでしょ。
高松（うなづく）
どういうこと？

竹田俺あんまり「それ面白いね」とか言わない。それなんでか
って言うと、笑うからです。稽古場で誰よりも大きな声で
馬鹿みたいに笑うからです。それを高松さんが見ていて、
高松さんが笑ってるところは俺が見てる。「ああ、此処面
白いんだ高松さん。ツボなんだ。」て。稽古を見てる役者
が笑ってる、んで高松さんを見てみると誰よりもケラッケラ
笑ってる．「あー、ツポなんだ。」と。

高松さんはとうり

高松平日はね、笑いませんよ。

高松言うとおりにしてるつもりなんですけどね。
竹田 でしょりそこが凄いと思うんだ。頭に体がついてかないの

じゃあ逆に、高松さんはり竹田演出の最後である日曜

高松シオーネの演出をしてた時に、客演の方に「高松さんて、

（爆笑）。
高松あれはねえ。たぶん俺の頭の中の映像と現実では違う動

かあったりする？

l笑わないねえ、そういえば。

いつもブスッとした顔で見てますよね。」と言われまして。

あれ（笑うこと）は意思表示なんだ？
高松あ、意思表示ではなく、金土日は心が緩むので（笑）。竹
田 だからね、普通のお客みたいなもんです。面白きゃ
笑うし、つまんなきやじ一つと見てるし。

そういう点では似てるのかな。竹田さんの笑っているの
はそういうこと？

竹田 面白いところは笑ってみせますよ。「面白いね」と言葉に
するのがいやなので。「君ねえ、面白いよー」誰が信じる
んですか。「佐藤君面白いねえ〜」とか言われて、ムカッ
と来ないりなんか馬鹿にされてるみたい。
佐藤いろいろ考えちゃうよ。むしろ駄目だったのかなとか。
竹田「むしろ笑ってよ1」って話ですよ。感情なんだからさ、面
白い、と言う。それだったらちゃんと笑い声にして。役者
がお客に求めるものじゃない。お客だって面白いと思っ
たらジーツと見てるのではなく、素直に笑ってしまえばい
い。

なるほど。
竹田 ま悲しいシーンでは泣きませんけとね。
うーん毎回稽古中にホロリときてたらねえ。
竹田もちろん本番ではありますよ。いろいろな要素が重なって
思わずシーンとくることだってありますよ。前回だとほら、
はづきちゃんの最後のシーンですよ。高松さんが死んだ
後の。舞台の脇から、佐藤君と肩組んで。ね。
佐藤あー。そうだった。
アレだ。次の煙係で待ってるんだ。
竹田そう。で俺も煙を中に入れる「煙の風」係でいるの。フーツ
て。

あははははは。地味だl
竹田 上手く場内に人らねえんだあの煙がよう（笑）。
何でしょう。そういう暗黙の了解でお互いのサシ加減を
見ることが出来てるりだとするとそれは何で何だろう。意
図的りセンスが近い？

竹田近くはないですね。
付き合いが古いからり
竹田何年前だろうね。大学の頃の初めての時から、お互いに
名前だけの演出と名前だけの演出助手で、お互いに「
ここはこうしよう」なんて何にもなかったんですよ。
高松さんはとうなのり
高松何で？竹田さんとの付き合いでり
そうそう。

竹田ないっちゃあないけど、
高松あるっちゃあ、ある？
竹田いや、ないって言っちゃうと何か「無駄な七年だったなあ
」ってなっちゃうから（笑）。

竹田さんの最初の印象ってなあに？
高松最初？最初なんてもう覚えてねえなあ。あ、口の聞きつら
い人だなと思いました。喋りづらい。
竹田 高松さんに限らずね、みんなそうだったと思いますよ。
どのへんが話しづらかったり

きをしてるんだろうな、とは思うんです。
竹田そうなのよ。それが面白い。「高松さんこれこうでしょ」って
いうと、「ええ、自分ではこうやってるつもりなんですけど
ね。」つもりってアンタI全然違いますよl
−そういえば昔からインタヒューで「誰が一番竹田さんの

脚本のテイストを理解してるか」って話になるたびに、頭
でわかってるのは高松さん、と言う答が多いですな。体
で表せられるのは置いておいて。

高松俺、向いてねえ−。役者。（笑）
高松台本とか見てね、映像化するのは得意なんですよ。それ
を実際自分でやれといわれると、これが難しいんですよ。
竹田 ほら、それディレクターの仕事だよ。ディレクターつてテレ
ヒの画面に出てこないでしょ。だから演出家として思い
っきりやらせてみてるわけですよ。

演出を高松さんに任せて、平目の稽古の結果を金曜に

たね。
高松あれってさあ。
竹田そう。あれカタ●コつぼくしてみた。
高松あれカ●スコつぼくっていやなんだよね。特に舞台上か
ら生音で歌が聞こえてたり。
竹田やってる方としてはいたたまれないかもしれないけと、そ
れはあえてパロディとしてやらせてみてる。

高松さんは今まで見てきた芝居の中で、「面白いから使
っててやれ」と思ったことはあるり

高松基本的に人のところの芝居を見てもあんまり面白いとは
思わないんですけと、でも好きなのは敷物電気ですね。
体張ってらっしやって。

竹田だからね、こんなに肉体派なんですよ（笑）。
嘘だ−1

高松全然俺には出来ないだろうなあ、と思うから、むしろ面白
いんですよ。
竹田 向こうがこの人見ても面白いかも。「なんだこの（貧弱な）
体は1」って。

それを何かバクッたりとかは・・・

高松ないですねえ。
■投首だ∫松と演出高松

竹田 高松さんね、役者としては結構手がかかる人なんですよ。
うわ、問題点がいっぱいあるなあ、と。当初、台本に載っ
てるのとは全然違うものを持ってくるんですよ。「じゃ此
処をこうしてください」って言ってやらせるとね。
うん。

竹田笑っちゃうんですよ。予想外のポイントで。何でこの人は
こんなにも予想を裏切る、というか、何で俺の言うとおり
にしてくれないんだろうと（笑）。

一一日に一個の指令を送るんです。「このポイントだけl

外さないでくれ」という指令です。
高松さん。今回の公演は今までの公演に比べてどんな感じ
すか？やりやすさ、やりにくさ。大変さ。色々考えると
ろがあると思うんですけと。
高松でもね、シオーネで1、2月と連続でやってきたから、そ
が何かと聞かれたら良くは判らんのですが、確実に何
変わって感じるものはありますね。2週間で切羽詰った
環境の中で作る、ということを連続で二ケ月も経験して
すね、ちょっと思うこともありました。

竹田欲を言えば俺はアレを3日で作ってほしいんですけどね豪
「実は稽古三日でございます」という爆弾発言をしてほじ
、んですよね。で、スタッフとかも一週間くらいで。

いったところ。そういうのってあるり

竹田あるとは思うんですよ。でもいちいち覚えてないんですよ。
でもね、そういうのって俺の心に引っ掛からないんです
よ。引っ掛からなかったって事は正解なんじゃないです
かね。
ああ、なるはと。
竹田そう、気をつけてるんですよ。顔に出す努力をしてるんで
す。見てて面白いともつまらないとも思わないところはた
だジーツと見てるんですよ。でもつまらないと思ったらム
スッとするようにもしてるんです。
そういえば2年位前までは、どんな時でもシーツと見てる
だけだったね。

高松多分ね、俺と中川君がその顔色を一番伺ってるんだよ。
竹田伺ってるねえ（笑）。
高松絶対俺ら凄い伺ってるなあって。思ってた。
平目の稽古の楕松さんも同じようにシーツと見てるね。
竹田なんでだろうね、舞台上にいる中川といつも俺ね、日が
合うのが（笑）。お前こっち見んなよ（爆笑）。あっち見て。
なんだろう。役者外の人の反応を見てバロメーターにし
てるのかな。

竹田俺はね、もうつまらないと思った瞬間、目は台本にやって
しまって声だけ闘いてるのね。
目が合ったときは当たりなんだ。
竹田 ちょっと心に引っ掛かってる瞬間ですね。何かしら面白
い側で。
澤利 うわ−これ、今日来なきや良かったぞ。気になる（笑）。

竹田それがね、第三勢力が現れたんだよ。佐藤（麻衣子）さん。
佐藤さんもね、俺を見てる。俺ね、稽古中待機している
役者さんの顔を見るんですよ。
観客としてとう見てるか、というところり

竹田そうそう。だから演者側には申し訳ないんだけど、くるっと
背中を向けて他の役者たちの様子を見るんですよ。で、
最多勝が佐藤さんですね。いつも俺見てるな（笑）l

もしれえなあと恩いました。

役者のヒンシュクを買わせます。
「今日何しに来たんだろう」って。男性だけのシーンあっ

高松ああ、むしろその次の月曜ですね。とりあえず自由に。
竹田 この人の自由ってのがね、本当信用できない（笑）lそ
れにまあ道井みたいなのもいるし。

見た時何というんだろう、喉元をすっと通るように納得の

商松雰囲気ですね。でも一番最初、お客さんで見に来て、お
竹田言葉で言わないでください（笑）。
高松ま、誉めてはいないんですけど。
竹田あんた後でプッ飛ばす。
高松あひやひやひやひや。
竹田 明日あなたへ（の演出）は倍厳しく行きます（笑）。
でも出番少ないからり・。
竹田その少ないシーンをずうっと4時間接トけて稽古して、他の

日とか。何か吸収したり、壊したりしてやろうと狙う部分と

●．言動夏 の別の昂、「77リ」の場合の高松祐

本公演を演出するのとアプリの演出をするのでは違うり
扁松違いますね−、全然違いますねえ。例えばシオーネのよ
うなコント公演は、基本的に台本はあまり気にしてない
です。台本の内容を多少間違えるよりも全体の流れを気
にします。そこがちゃんと通っていれば良し。
竹田さんが言う「着地点」や「無理のない流れ」というとこ
ろと通ずる部分？
竹田 一番巌初のテレヒシオーネの台本がね、今朝たまたま片
付けていたら出てきて、パラバラとめくっていたのね。そ
したら全然違うんだよね。記憶にある本番とかさ。あんな
台詞なかったぞ、みたいな（笑）。
−こんな事は言ってないし、古いてないことを聞いた覚え
があるり

竹田そうそう。つまり台本を書いた時点とはまったく違う公演が
出来上がってしまっていたのではないか、と（笑）。
高松あー。申し訳ないな。
竹田 いや、申し訳ないというよりは才能ですよ。脚本を壊せる
というのは一つ才能なんじゃないですかね。
アプリやジオーネの中ではやはり確実に違うアプローチ
をしている。でもって、それがいわゆる高松らしい形にな
ってるのか。高松さんは、演出をしていますかつ
高松どうなんでしょうねえ。一般的に言われるような演出という
ようなことはしていない気がしますねえ。
これが済出だとしたら、僕は演出をしているんじゃない

t電動夏f安置システムとしての【演出】

竹田さんと高松さんの顕著な演出の違いって何ウ
竹田高松さんはね、前も言ったけど、言いたいことがあったと
して、いつの間にか役者たちが乗せられてるんです。
高松あと、俺はワンシーンの稽古に対して使う時間が長いん
ですよ。だから稽古に来たのにも関わらず、出てない役
者さんには申し訳ないんですけと。
竹田 俺はまったく逆ですね。気を使います。これは前回公演
の反省会で新野彩子（ダムダム弾闊）が言っていたんで
すけと、「稽古であと一回、もう一回同じシーンを繰り返
してくれれば何が違うものを見せられたと思う。でもそれ
が出来なくて悔しかった。」と話していたんです。
それは稽古で自分のシーンをやっている側の話ね。
竹田 そう。もしワンシーンにじっくり腰をすえてやる高松さんだ
ったら、その時間は取れていたと思うんです。確かに
れは判るんです。あと一回やれば違うものが生まれる
も、というのは。でも、「時間」なんです。ある程度やっ
んだから、他の人に譲ろうよ、と。その希望や意欲が
果的に犠牲となっても、他の人を出してあげたい。
高松そこが俺は達うんですよ。そのあと一回をこの堤で繰り
したいので。

澤村僕は稽古場にいることに意義がある、と思うのですが。
竹田そういう意見は稀少ですね。
−他の役者たちと一緒にいる時間があれば、演出家の
でなくても稽古は出来ると思う、ということり

竹田他の役者の稽古している空気とか、他のシーンでも台
を聞いたり見たりしていれば稽古になる、という事でし
澤村そうそうそうですね。
竹田 そういう意見はね、信用できない（笑）。そんないい人間
が世の中そんなにいるわけがない。こいつも多分こうし
うことを言っているだけだと思う。絶対信じない。

澤村しまった、見透かされてる（笑）。
竹田だって遠いじやん（笑）。駅から稽古場まで。それ
駄にさせたくないから、稽古でちゃんと全員に稽
味を持たせる。台本でもそれは同じ事で、それぞれに
在価値、意味を持たせたい。
竹田の本の特徴だね。シーンや役割が多くなる。そ
配慮の結果として。
竹田そう。あ、この人たちの出番がないな。と思うと、そのた
にまた一つシーンを作らなければならなくなる。
高松さんにとって竹田さんの脚本で役者をやることと
演出をやることの違いは何？
竹田答えは出てますよね（笑）。重責ではわかってて、体で出

ない（爆笑）。
事を、他人にやらせる？
高松そんなこたあないですよ（笑）。まあでも、役者をやって
時の方が稽古場まで足取り軽く来ますよ（笑）。
竹田うん、わかる。俺も（番外公演の）役者しかない時は気
に来れる。
じゃあ演出の責任、つて何だろう。その足取りの重さは
何だろう。
竹田 それは日・

大変残念ながら、今回の対談は紙面の都合により此
までとなります。続きをご覧になりたい方は、公演終了後
ウェブサイトに掲載となりますので、F記サイトにアクセス
してみてください。

か、というルールはあるり

高松 自分が気持ちいい。
竹田うん、それはよくわかるな。俺、木曜の夜とか凄いわくわく
するんだ。明日はさあ、笑いに行くぞ−。みたいな感じ
で。交通費払えば面白いものが見れるんです。

高松亮
千葉県出身
電動夏子安置システム最古参レギュラーであり、演出助手
また劇団内別ユニット【電動夏子高松塾】塾長。
また番外公演シリーズ・月イチジオーネシリーズの演出担当

電動夏子安置システム公式WEBSITE
http／／mdna−SyStemcom

−まあお帰りなさい、ということでね。いかがつ
いや、変わってないなあって。いろいろとね。稽古場の雑然としたとことか。
−半年間何してたのり

半年間、バイトで働いていました（笑）。えーとあとはなんだろう。ああ、映画いっ
ぱい見ましたね。何でも種類を問わず。
−芝居にはまったく関わってなかったんですかつ

喪課憲豊吉‡崇；；すけど働附決めちゃいました（実
■渡辺美弥子
−自分とアオリを比べたら
ナイトウアオリ
やっぱ違いますれ私は深く悩んで深く考えてトロトロしちゃうんですけど、アオ
内藤蒼荊：朱印刷を経営して
リはさっぱりめ−あんまり深く悩んだりしないのかな、と。
−家族の中では長女ですよね。いかにも長女だな、つて感じのところはあり
いた内藤家の家出した長女。

関わってなかったっす。閲放されてたような気がします。
−何かこう、コレは凄いぞ、つてことはあるつ
ますかつ
バイトでお金貯めて、全部使いました。よくわかんないけど、一っのハイトでj】
家目して、帰ってきてそれなのに姉さんぶって弟を叱り付けるあたりですかね。
多分30ガF【1くらい稼いで。ほとんど映画に使いました。あとオーストラリアにも行 アオリは多分、目分が 番しっかりしてると居ってるんですけど、首外にそんな
ったからな。父が向こうにいたので、そこでずっと遊んでました。10円くらい∴お ことはなかったり。後はお人よしでわりと騙されやすい。専門分野については頭
父さんがこっちに帰ってきちゃうから、帰ってくる前に 一度遊びに打こうと。
はいいんですけど、たぷん器用な生き方は出来ないタイプじゃないですかね。
一一一いいね−。どこ行ったウ
−アプローチの方法を教えてください。
シドニーと、エアーズロック。あれは登っちゃいけないらしいんですよくアボリジ

ニは登っちゃいけないって言うんですけと、でも、登りました。もうれ綱から手
を離したら、死ぬ。ロッククライムウそんな感じ。登ってからも凄かったですよ。

工−㌍㍗浩㌦訂黒．：∵∴￣㍊∴言十㌦∵＿1−ヽ

この芝居の空気感みたいなものを、外側から見ようと思ってG今までにないアブ
ローチですかねこ役柄も最初は（今までのものと）違うのかなあ、と思ってたんだ
世界の中心で愛を叫ぶ感じ（笑）。
あとなんだろうなあむ休んでた間に何かあったかなあ。あ∴適当な感じに。ちょっ けど、やり始めたら結構変わんないかな、てなって。私自身がガンガン行こうと
と適当な感じになりました。今までガチガチだったから。
するので、ちょっと力を抜きながらやってみようと習っています。後は台詞をガチ
−考え方とかつ
ガ子に固めないようにしてます。いつもは読んで、覚えて、完全に台詞を固めて
そうそう。rどうでもいい」って事を学んだ。なんだろうな。抜くとこは抜いて入れ
から渾じようとしていたんですけど、今回はなんとなく正則こ入れて、立ち稽古で
るところは入れる。
も台詞が出てくる程度で。ちょっとくらい遭ってもアリアリ、つて感じで′
−どうですか、今回やってて。まあリハビリ的にも。
−今回のポイントはり
気持ち的に何か変わったりするかな、とも思ったんですけど、今までと同じよう
に。自分の感情の流れとかは同じように組んでますからね。凄い抽象的だけど。 話はもちろん面白い。いろんな役者がそれぞれ面白いんで、それぞれ料，哩し
この頃の稽古ではこんな感じで、ちょっと先はこんな感じで、通し稽古の頃はこ てくれていて。とても良いのではないかとも見たことのない人に 回でも見てもら
んな感じ、ていう。
って。それから決めてほしい。
−今回の公演の役どころについて教えてください。

内藤アオリです。アオリは外資系企業で働いてます∪元はロ本の会社で働い
ていたんでナけど、その会穀二が買収されて。でハカヤロウのせいで左遷されて

（実）。
−ダイヤルQ2ってどこ行っちゃったんだろうねえ。
あれねえ。アレ本当はエロ目的ではないんですよね。残念ながら僕
はハマりませんでしたからね。

1中川崇宏

墓琵琶貰孟悪霊ラ誓毒を詫㌘㌫崇空言諸署讐忘芸き扁
まワハハハ／、

rあー、やっぱそうですよね。」（澤村）
にんど西川口行きましょうよ」（竹本）
一時期「西川口流」って言う言葉が生まれたくらいで、そのシステ
ムって歌舞伎町に導入されて「歌舞伎町流」が出来たくらいですか
らね。今くらいの時期になると、高校卒業とかで友達と「卒業記念
」都会っていったりするのを思い出します。もうひとつの卒業式、
とか（笑）。風俗的には入学なんですけどワハハハハ
−恐るべし西川口。一番最近に行ったのはいつですかっ
やましいことがあるわけでもないのに、イケないんですよ。イッて
る暇がないんですよ。だから打ち上げをその辺にしてくれれば。ち
なみに昔に比べて耐久力がなくなってきた気がします。最近おれ、
無理なの。ト一目−W一膳」見たいな（笑）。おなかいっぱいなのね。
そういう意味ではどうなんでしょう。減退してるんでしょうか。

呉 郁也：エベンキスに籍
をおくCMプランナー。蒼
荊とコンビでよく仕事をし
ていたが・・・

−つまり、欲求よりも体力が追いつかないり
あーそういうことになんのかねえ。下半身のね（笑）。おれてきに
はきそたいりょくは変わってないと思うんですけどね。最近アレで
すよ。AV女優がかわいく見えて仕方がない。
−それ年だよ、年。年下ならかわいく見えちゃうんだよ。
年かなあ。やっぱ。おまけコーナーのナこじやない部分がメインに
見えてくるの。プロモーソヨンヒテオみたいな。今の若い人はエロ
に何を求めてるんでしょうかね。エロ座談会でも開きますか。マー
ンヤンやりながら。
「あ、いいっすねえ。でも俺マージャンやると無口になりますよ。」（澤村）
−それ座談会じゃない・‥。で、では今回のエロどころは？
エロどころ。あのねえ。なんだろう。あれだあれだ。和子の脛を触
っているときの俺の昇天しそうな顔ですね（笑）。なんだろうね。
母性愛なんだかわからないんですけど、なにかとても偏ったものを
求めてますね。女惟観というか。貴名とかソスルには全然興味ない
んですよ。相当な年h好きかこんなあんな好きなんですかね。でも
別に女としてとかじやないんですけど。不思議な生き物、みたいな。
−日・これって、別に台本にあるわけじゃないよね。
はいlそんな設定は聞かされておりません。やってくうちに和子が
いとおしくなってきてしょうがないんですよ。正確には和子の腹で

ーてことは、今の中川君はそういう性倒錯に陥っていると、いうことですね。
そうきたか。そうなのかな。全然役作りと関係なくないり
仙あらためて、今回の役どころはり
おっ。まず普通にフッてもらえたことがうれしい。だって前回はいきなり「卓球し
よう」でしたからね。ぴくぴくしながら座ってますもん。そういえば俺の紳士的な
ところは一凹も載ってないですよね。まあそんな発言もしてないですけど。
まあなんでしょうかね。エロさは感じないですよ。持ち込んでるの全部俺。
でもね、椰也は台本外に蛋要なところがあるんですよ。考えてみればこのソチュェ
ーションの全てのきっかけを作ったのは椰也君ですからね。だから本編になると、
俺があまり必要ないんですよ。あと皆はハタ／くタ慌ててますけど、俺はマイペースなん
ですよ。たって全部俺が何かした結果ですから。全然平気なんですよ。
−元凶だ（笑）。
ソウソウ、言うなれば。だからこいつ、「何したいんだろう」って感じですよ。みんなそれぞれ
思うところがあるようなのに、こいつだけはそういうのが見つからないんですよ。自分のして
る事に気づくの迷いから（笑）。何かやらかしたり、終わったあとで「あ、俺こんなことがした
かったんだ」みたいなね。そういう意味で幸せな奴ですよ。

TTありがとうございまし・・・
え、いいの？今回の見所とか∴言わなくていいのり
−じゃあ、いちおう。どぞ。
あのね。渡辺が久々に出てるじゃないですかこあの貧乳が帰ってきたらちょっとだけでかく
なってるんですよ。まあ俺のスカウターでわかる、ちょっとだけなんですよ。ボ／†とか壊れ
るほどではなくて。そうそう、6から8になる程度。

■高松亮
ナイトウヒデオ

内藤秀雄：朱印刷を経営
していた内藤家の父。

すね。

−そう言えばあなたの事務所のプロフィール写真を拝見した。−誰とでも親しげな人だよね。
どうでしたり俺見たことないんですけど0
まあ、大きく言えば全員家族ですわ。下町っぽいね。
−うん、なんだか嬉しかったよ0ちゃんと本業やってるなあ・−仕事は何をしてるのつ
っていう感じで0それとぜんつぜん・モジヤ毛じゃなかった。ち 社長ですよ、社長。広告製作会社「煽動屋企軌の。

天候のせいじやないかな。その日の湿度の関係とかで微妙に変わ蒜；三吉ア豊諾三言†霊蒜の新聞を作った。、トン汁作ったり、卜／汁食われて怒った。
つちゃうんですよ8

−なるほど（笑）0

今「。lのキーポイントはトン汁ですね。トン汁がとれだけ好きかにかかってる。

−公演が終わったら何がしたい

三半羞忘雲豊富芸霊芝諾呈芸悪書畠窒2こ呈孟言ち
欝等きて詣‡詣猷議是警孟票警品芸三景言㌢宣‡写譜だ警霊禁書雪雲
そうね0のとよりは毛をC稽古場での霧吹きにはうるさいですよ。の聞いて気つきました（もうこれは運命的なものだと思うので、人事にしようと
¶そうだね。やっぱり暖房付けると乾燥するからね。しかも −最後に一言。
地下だし0新しい稽古場の候補は探しているり
今場所もまた、糊青龍ですかねえ。見ました？柏乳あの人気のなさ玲
探してますね−、それがなかなかないんですよっ
ガラガラですよもう。大相撲協会のやる気のなさ。盛り卜げる
−どうだろう。このパンフレット読んでいる方から情報とか 方法なんてまだまだあるのに、全然やってない。朝脊髄以外に
ないかしら。
強い力士が出てこない事も歯がゆいけど、それ以上に協会に
そうですね0提供してくださいとD広くて安くて駅に近い0これ

対してもっと歯がゆい思いをしています。

はもうね、切実な問題です＝あと奄要なのは声を出しても大丈夫 それはそうと4／9のオフ会。両国にある割烹料理屋に
なことDこれはもうね、切実です。
おいしいちゃんこ食べに行くので、皆さんぜひ
−なかなかないからねえ・いい物件というのは0
参加してください。こいつは本当にうまい。
本当に、本当に募集だよこれは。あとは日の光がほしいですね。 Uで言ってももうこれ以1▲は伝わらないので
ちょっと上のほうに窓があるCもうね、地下にずっといるとおか これはもう参加あるのみ・詳しいことは
しくなりますよらカスパーハウザーですよ・カスパー／、ウサ」㌔
なにそれり

ホームペーシを参照してください。

＿竜・ド】｛ナH、人、こ■ナ、■4㌧；lト．

ヨーロッパで昔、いきな。現れた人ですよ。地Fの牢獄で何十牛忘貢羞芸警官君；告禁誓チよ
も閉じ込められて、いきなり外に釈放された人ですよ。後は不ツ
卜で調べてください。本も出てます。とにかくこういう物件見つ
けたよ、つて言うのだけでもいいんで。ここかしたける、じゃな
くて。連絡先は事務所ね，FAXもありますし。
さてと。今回の役どころを教えて。
毎度の質問で困りますな。四柳眉夫。ま、一言で言えば父ですなゥ
娘はマキ、つまりマキの父。
奥さんはつ
先立たれました。いかん。一牒瞬忘れていました。

■道井良樹
ンリュウタテオ

四柳盾夫 成功産業出版社長。地域密着型の新聞・雑誌を編集発行している。
勇一郎とCM製作会社「煽動屋企画」を設立する。

』竹本哲也
ナイトウユウイチロウ

内藤雄一郎：内藤家の
長男。匹個口盾夫と

ともに煽動屋企画
を作る。
主音

雪

」、 ヽ

−最近馬券当たりましたり
今年になってから一回しか閉ってないですね。なんでですかわえ。忙しい
んですよ。まあGlがあまりないから、つていうのもあり。

−去年は通算何勝くらいしたのり

去年は 5勝くらいですね。負けたのは10敗くらい。勝つ時は 万ちょっと

とかです。まあ負けた時のほうが多いので、去年はマイナスで（笑）。
−よく中川さんが予想をしていますけど。高松さんの基準は何ですか

−それは新聞とかに載ってるわけですかつ私競馬とか全然やらないの
でわからないんですけど。

んと婆現したし。・・・嬢は象・いっすよ。7000円ですしじ
−そこまでひどい人間なんだ。
−高くないつ
どう考えてもひどい人間ですよ。こんな人間が周りにいたら凄い勇気づ
いや、ちゃんと揃ってますし。木サコですしっておいl俺にその辺 けられますよ。なんかトのほうしか見てない気もしますけど、でもこんな

の質問を振るのは危険ですから∪やめまLようよ。（汗）
人がまわりにいたら勇気付けられるって言うか・・・なんだこれ。こんな人
−はーい。では、最近のハマリを教えて。
に勇気付けられたくないな。
最近無気力なんですよ。なんか台木の覚えも遅いし。これじゃい −ほんとだよ。（笑）
けないなと思ってるんですけどね。最近一応食料こ気をつけてま 皆はバカっぶりをさして「あなたですよ」って言うんですよ。それ言われ
すねついや、太ってきたんで、単純にっ
てうれしくなっちゃうんですよ（笑）。でもね、ここまでハカじゃないです
−なるほど。それは・日年つ
ト歩間違えればこの人は、回り皆にそっぽ向かれちゃう人ですよ。
−愛すべき部分とかはつ
ま実際無気力からきてるんですけと、家から出なくなったていう。
−30前にして引きこもりですか。
なんだろ。憎めないところはありますね。なんかやってしまっても、なぜ
追いもんありますよね。もともとね本当、あまり外に似ない人だった か憎めない。実際劇中で凄いことしちゃうんですけどね。でもそこまで
から。あー、なんだろ。だから、‥・あれ？何で太ったんだろうむ昔 憎まれることは日・憎めないのかな、回りは。そういう部分がありますね。
は腹筋が6個だったんですけどね。今l個なんですよ（笑）。
−それは似てるり
−でっかいのが。
どういうんだろう。／くカさ加減はかぶってる部分あるんでしょうけど、そう
でっかいのが1佃（笑）。乗っかってるんですよ。やせなきゃ。
いう部分では。でもこんだけして憎まれないんだったら、俺こいつでい
−それはやせるよりも筋肉に戻したほうがいいんじゃないのワ
たいですね。昔通信簿で、「よく考えてから発云しましよう」って書かれ
ウェイトトレーニングとかね。でもそこに無気力が来るんですよ。家 てたんですよ（笑）。こいつも考える前に何かやっちゃって。アー似てる
で台本読んでても、相力がヒール⊂そうなると台本とビールとどっ
のかなあ。何か楽しそうだなあって恩っちゃうと、つい吉っちゃうんです。
ちにウェイトがあるかわからなくなってきちゃって。で、また無気ノ」。
盾さなきやいけないんですけど。人間なかなか直んないですわ白日・や
−おいおい。ちゃんと面白いものは出来てるり
っぱ3年後の自分だな。そんな気がしてきた。
今回もね、凄い面白いですよ。僕自身は竹田さんの物凄い演出 −公演が終わってからしたいことは。
力についていけていないという悲しい現実があるのですが。
次の客演が待ってるんですよ。やりたい事たぶん出来ずに。稽古に入
−竹田さんは人の知らない魅力を引き出すのが得意だよね。
つちゃうんではないかと。
なんていうんですかね。この、殻を破れないところが歯がゆいです −今年はずっと芝居漬けだね。
よね。こんな奴だったら凄い面白いなあと思うんですけど。やって なりますわー。
みるととても難しい。「俺ここまでハカか？」って。

亀で
−最近のはまりごとについて教えてください。
何だろう、何も代わってないけと、ソオーネいかな（笑）。シオーネは基本的に
好き勝手、適当なので、それが楽ですね。あと薄皮クリームパンがうまいですね。
−99shopだ。

うん（笑）。プッププップ〜プップププ〜♪（←テーマソングらしい）そうそう、自

えー、俺が愛読するのはサンケイスポーツですね。中川さんはニッカン派
ですご情報の載せ方が逮うんですよ。俺はサンケイのほうが見やすいです
ね。ずっと見てるから判りやすい、みたいな。サンケイスポーツだと、何とか
トモちゃんの馬券コーナーみたいなのがあるんですけど、その人が薦める
馬は絶対来ません1どんなに 番人気でも絶対に来ません†最近はま
ずそのコーナーを見て、そいつの薦めている馬を切るところから始めるっ

i映画。自主映画の盲伝しないと。
−見た見た。かっこいいね。

ていうっ

って知ってますかりと言われ。あのイメーシなんです、と。ともかく
その線でかかわって。とにかくアレでうまい事いって、早く会社とし
てやっていきたいって話をしてるんです。面白そうなんですよ。酋

−今回どうですかつ
どうですかってねえ。僕はそこの椅子に座ってることが多いですからね（笑
）一致少ない高松フアンの皆様、本当に御免なさい。なかなか酢できません
が、忘れた頃に出てくきます。「え、今更？†」ってところで出てきますよ。
おそらく。
一一受付に立ってる、つていう話もありますが。
ま、そういう噂もありますね。受付にいたとしても、一応舞台上にもいますん
で騙されたとか思わないでください。

−今回は父親ですが。簡単に紹介をば。

内藤家の‥・パパですnパパはね、ギャンブラーです（笑）。多分あの財産
も、すべて競艇で稼いでいます。仕事はあの、昔はそれなりに頑張ってい
たかもしれませんけど、最近はもう、お遊び程度で。メインはギャンブルみ
たいな。そんな奴になってますね。

−遣井さん扮する盾夫とはり

今の会社は層了の雄一郎が一緒に建てたものですねってことはその間私
はいったい何をしていたんでしょうり入院してた頃ですかね。区議会議員
になるのに躍起だったのかもしれませんね。
−そういえばパソコンlどうしちやったんですか？
そろそろねえ、おれも汀力を付けようかと思って（笑）。ITって何の略かも良
くわかってないんですけどね。

【 今回の見所をば。
俺ですか。俺の見所は 衣裳ですね、衣裳。間違いない。あんな格好で

外をうろついてる奴あいねえ（笑）。下町をなめすぎてますよ（笑）。そこまで
おおらかじゃない、いくら下町でも。アレはれ恥ずかしくなってくる。
一一前回の海パンとどっちが恥ずかしいですかり
海パン のほうが恥ずかしくないですね（笑）。たぶん衣裳変わりますんで、
本番はそこまで面白い衣裳着てはないと，讐うんですけど。今の時点では、
もうね。凄いです。
−コレが終わったら。何がしたいですかり
何がしたいですかね。あー、愛・地球博に行きたいです。ガ博好きなん
ですよ。パビリオンに行きたいですね。三菱未来館に行きたいです。
−うわ、凄いピンポイント。

サ「犠

︑1ュ・⁚

意外に見えるんですが、俺はデータ重視なんですよ。
−あっはっは1意外lデータ重視というのは、いけますかつ
行けますよ。過去のレース結果だけじゃなくて、この1掴間前、2i司間前に
練習で走ったタイムとかのってて、そこが重要なんですよ。んな過去なんか
とうでもいいんですよ。俺の中ではね。

−えーと、でたがりり
−役どころを一言で言い表して。
いやいやアレはね、本当に違うんですよ。台木がなくなっちゃって 一言で言うと・・・まあ言っちゃうと「ハカJなんですけど、それだけじゃな
ね。明日までに覚えられないから騒いでいただけで丁よ。
いし。ああ、3年後の自分。わかりづらいっすかね。あ、でも見終わった
−じゃ、西川口はり
後「あの人の3牛後はハカなんだ−」って監われちゃいますよ。でも勇
西川∪？歓楽街ですよねといやいやそれはチュンさんのでちゃ
気付けられちゃいますよね⊂こんな人でも生きてられるんだって。

でしょう〜りあれはもともとは、アレですノバイトでラーメン屋やってる時に、同

僚が映像の専門学校に行ってて、その縁で出演したと。
−センスがなんだか小原君とあっていたね。
そうそうそうなんですよ。そんな感じで。最初は話した暗に、サイコ

通にあれなんですけとね。交通費と飯代出してくれるくらいです
けど。とりあえずその、まだ完全な完成品は見てないんですけど、
わりと自主制作の中ではクオリティも高いし、面白いと思いますよ。
ストーリー的には短いんですけど、しっかり作ってあり。という感じ
になっているんで。

−見ごたえありそうだね。
ええ。俺自身も完成が待たれる、つて感じです。予告編が見れた
ときは感動でしたよ。正式サイトがオープンするのがもうそろそろ
ですから。そちらもお楽しみに。製作集団名はデンドロヒウムです
−今後の映像の仕事ってウ
ニの映像は実は第0話なので、もし軌道にのって呼んで貰えたら
続き、というのもありますし。後は事務所の仕事ですか。月イチ公
演もありますし、それなりに、つて感じですね。
議員の穴にちゃっかり入り込んでいる。
−さてと。今回の役どころを教えて。
今回は、おぼっちゃん。で、死の商人をやってる人です。区議会議員なんですけどね。おぽっちゃんで、まあ、なんですかね（首をかしげる）。
なんだろう。ん−なんだろう。ちょっとね、すごいね、アレな人ですよ。やな奴ですよ。うん、やな奴だ。とんな感じだろう。自分以外はどうでも
いい人で。あとねえ、この役はですね。かなり俺ですね。自分。竹田さんには俺がこう見えてんだろうなって思います。俺の確実な一面を
射抜かれていますね。

■小原雄平

福松信吾：工場用部品の製造を手がける
福松商合の3代目。秀雄が抜けた区議会

−どんな感じ？やってて楽しいり

楽しいですよ。みんなこんな部分は持っていて、普段出すと嫌われるからあんまり出していない。それを堂々と出してるから、気持ちいいです
よ。やってて楽しい。内藤家とはもともと小さい頃から交流があったんですよね。きっと。せりふの中にも子供の頃から遊んでたような節があり。
中でも雄一郎はアレですよ。仲がいいのです。
−公演終わってからやりたい事はり
そうですね。スノボやりたいですね。すべりにいきてえ。いきてえっす†
あとサッカー観戦したいっすね。Jリーグ観戦，確実に予定の中に1レ13だか16だかあたりにシェフが試合するんですけど、確実に稽古にか
ぶるんですわ。きっと風邪で休みますよ。千葉の蘇我に新スタンアムがオープ／するんで、そこのオープニングマッチがあるんですよ。マリノ
ス対ソエフなんで。かなり見え見えな理由で休みますよ。「こいつ行ってんだろう1」てなくらいの。

−来年度から正式に声優の勉強を始めるとか。

−花粉症といえば今回の公演は3月。ビンゴじゃないですか。大丈夫なのり
うーん。たぷん駄目なんじゃないかと思うんだけど。なんか今年は公演の過が一
番大変そうらしいじやないですか。
−まさに今週ですか。

そうそう。まだ桁書出してないんだけど。まだカッコ希望（笑）。昨日買った120
円切手がどっかいっちゃって。超ショック。保証人のサインも必要だし。

多分ね、オリェさんずっと演目ですよ。ようし、泣きキャラで行くか。
−そ、そういうキャラじゃないよね。

目己PRのときに得意技ですとか扇って、プリッソ歩きしたんですよ。そしたら
腰がビキンといって、蚊の鳴くような声しか出ないの。
−調子条つちやったんだねえ。
そう。肌心音レヘル。戦力外じゃなくてよかったけと。本当のオーデインヨノで
はプリッシ歩きはする重いと思いました。あー、ひとかった。
−最近はどうり
花粉症凄いね、つてことくらいですよ。仲間募集。とかいいながら見つけ次第「
ざまあみろ」といってやりたい。あいつ相当苦しいぜ、とか。

しないタイプ。好きにさせる努力を惜しまない。で、あたしのこと好きなんじゃない、
って思うときには「やだ。あたし何もしてないのに。＿とか思って、動揺する（笑）。
−今回、まあ前回のチヨイ役は置いといて、
久々のレギュラー復帰ですが。
台本の覚えガを忘れましたね。台本の大まかな流れと、自分の火まかな部分をあ
わせて読んでいくんですけと。単語がぽんと思い浮かぶんですけと、全然言えて
なくて、稽古ではかみまくります。
−リハビリが必要、と。

−まだ問題山済みじゃない。
盾夫さんにコヒ売りやすいじやないですか（笑）。
しかも昨日撮った写貫が。キャンセルボタンと決定ボタン間違えて、微妙に熟 −がノエさんは盾夫サンを始め、ここの人たちとはどんな関係？
の穴が広くて、しかも花粉症で日が赤くてこ「誰この不細工な女ウJって感じで なんだろ。工業用金属部品を作っている会社の営業です。広報担当らしいです。
すよ「でも撮りなおすのがもったいなくて。ま、これでいいですよ。
今は家庭用地雷とか家庭用銃器とか作ってます。
−だってOKとキャンセルは色分けされてるでしょり
−どうですか、やってみて。オリ工という女。
それが逆だったんですよ。くそう、訴えてやる。晋声で案内してたみたいだけ あのね−、自己中だと思いますね。いざというときに周りの誰も助けてくれなさそう
ど、次にとう写るかで必死で聞いてなかった。あとこないだ、声優学校の模擬 な女（笑）。こっちは友達と思ってるんですけど、回こうは迷惑。広報担当なだけに
オーティソヨンを受けて、その評価が届いたんですけと。A（上級者）〜D（戦 押し売りな感じです（笑）。なんかひたすら「こうよね」とか連呼して。で、相手の気
力外）方式で。見たら、台詞、ナレーション、滑吾、発声が全都Cで、自己PR 分をそうさせる、みたいな人。相手を自分の意見のほうへ誘導する、みたいな∴恋
だけがAなんですよ。超目立ちたがり星ですよ。でもそれは訳があって。私ね、 愛においては、最終的に自分を好きだと思わせて、その確信を持てるまでは告白

■狩野智子
ニラドオリエ

−ま、一番ひどい花粉症はあなたですけどね．
仲間がいるとうれしいんだけど、さらに苦しめって言う。なんか好きなのに嫌い
って云っちゃう。恋する気持ちに似てますね。
−似てないし。しかもそれ、恋は恋でも小学生の恋だよね。
うん・しかも男子限定。

ブランクってこういうことなんだ、つて実感しましたね。

−公演が終わったら。
学校行きたい。切実に。
−最後に一言。

花粉のひとい中ご来掛、たたきましてありがとうございました（笑）。

平戸織江：鄭製作所の営業。煽動屋企画のクライアント。福松商合とは先々代に因縁があり、何かとライバル視。

■片桐はづき

四柳真希：高校3年生。盾夫の一人娘。父の出版物の記事を強引に任されている。文才は
人並みもしくはそれ以下だが、若さゆえ時に奇跡的な発想もする。ハガキ職人。
えー、片桐はづき。どっちだっけ。21。プ一夕ロー。最近好きなものはスターハノク
スのマカロン＝最近がんばったことは、免許を取ったこと。

−おめでとう。どうでしたり免許を取ってみて。
うーん。身分証が出来てよかったけと、まだ使ったことがない。でも最近、家帰る
ときに迎えに来てもらって、あたしが運転して帰るんですよ。そうそう。
−俺もよくやった。家に車あるのり
ありますよ。3台あります。
−へ、へえー。駐車場はつ
ありますよ。しかも立体。
−えっあ日・あはははははは。
あはははっははは 可笑しいですかり†
−可笑しいですよ。ナニゆえ家に立体駐車場ウ
PJ笑しいかなあ。うんうん、近所もあるある。大体2、3台がふつうじゃないかな。
−うーむ…じゃあ車で行きたいところ。ほら、公演終わって。
ふtむ。‥・坂道。

−えりあ‥・あはははははは。
あはははっははは。可笑しいですかり†
−可笑しいですよlなぜゆえつ
ちがう、あのね。ちがうちがう。ローギアが使ってみたいんですよ。
−えっあ あははははははlあんた絶対可笑しいよl

て、切って、家で制服着てみたんですよ。そしたら「制服を本気で着ちゃってる人」みた
いで。やばい組み合わせだったんですよ。「まだイケルゾ。」って秋集原行っちゃうみた
いな。あと、最初は自分の中で、不細工キャラだったんですよ。でも、まあまあそれはうま
くいったかも。柵起きた時テンション下がりますけとね。うをプサイクlだっせえなあって（

笑）。
−実際大変なことはり
簡単に言うと、まだつかめてないんですかね。周りとの関係性とか、逆に周りが自分をど
う考えているか、とか。そのあたりですね。でも最近ちょっとわかってきたのは。親の言う
ことって、プ無条件にむかつくって言うか…。正論だとしても‥・あるでしょり感情のほうが

先立って、うまく言葉が出てこなくて、またそれに苛立って、反抗期、見たいなものかな
あ、と。

−はづき自身の反抗期はつ
今考えると、あん時かなあって。自分の中ではそんなに変わってないんですけど。でもあ
ったなあ、やっぱ高校のときかなあ。兄弟と2年くらい話さなかったころがある。それを経
て、今は逆にすごく仲がいいんです。
−材料になってたりするり
そうですれ道井さん（父）とか、自分の親に摩り替えて、自分の昔の記憶をたどったりし
ます。私はすごく感情のほうが先にたっちゃって、口げんかとか出来ない人です。手は
出さないですよ。涙ぐんじやってしかもうまくいえなくて「うう〜」みたいな。

そ、そうだな…あとは…なにかな…なんだろう S字カープ（爆笑）。

− なんで免許取ったのり
ふふふ 身分証明書がないから（ニヤリ）。だって身分証がないと、TSUIAYAのカ
ートも作れないし。お誕生日サービスも受けられないし。
−ではおまたせしました。今回の役柄について。
今回はですね、うーん。女子高生なんですけと、最初はその、なんだろう制服か。
大丈夫かな、つて思った。なんか、人から見た年齢の基本ラインが、24以上なんで
すよ。最大27とか言われ（笑）。だからわざと垢抜けないように髪の毛の色も窯にし

−今回は何を見てほしいですかり
自然に舞台の中でいられたらいいな、と。押し付けるような芝居じゃないので。お客さん
が見たいと思うところを自然に見てもらえたら。そうやって成り立ってれば、いいなと。
丁一最後に一言q
えっ・‥ううーん…相を振るい‥（呆然と笑う）。なんか一言か。‥・はいlわかった1

今回会場がアイピット目白なんですよ。これ、電夏をお客さんとして最後に見た劇場なん
ですよ。そうそう。だから、やっぱり、うれしいし、その職業欄俳優という芝居がとても面白
くて。臼分が今まで見た中でもとても好きな感じなんですよ。だから、（職業欄俳優に）負
けたくないですね。すごく思い出深いので。負けねえぞ、と。居っているわけです。

■澤村一博
森俊治：真希の通う高校のの教師。
真希と恋仲であり、それが原因と
なって辞職する羽目になる。
思うのは、なぜ俺？俺でいいの？僕基本的に自分大如−
きですけど、自分を信用してはいないですから（笑）。
−一年たって印象代わったり、思ってたのと違ったり
とかするところあるり
前回出て感じたことでもあるんですけど、いい稽古場っ
ていうか。好き勝手させてもらえるじゃないですか。それ
が逆にその、怖いなって言うのがありますね。電夏の人
たちは僕凄い信租できる。安心できるんで、だからこそこ
んなタイミングで参加させてもらえるんですけと、好き勝
手であればあるほと自己管理になっちゃう、というのがあ
るんですわ。好き勝手やって物を壊しちゃうのは最悪だ
し、だからそこら辺、凄いハランス取ながらやらなくちゃし
けないし。竹凹さんの顔色うかがったり（笑）。イヤうかがっちゃいけないんですけど。とりあえずなんでしょう、自分を見失
わないようにしたいなと。
−なるほどね。別のところとかにも出ていろいろあったと思うんですけど、芝居と関係なく面白いこととかあったウ
ニの一年、そうですね。芝居やってるとき以外はパチンコ行ってたから 何もしてないですね（実）。ええ、もう。そういうの
もあって、ちゃんとやってる人に失礼じゃないですか。だから僕はとうなんだ、と。そこに戻っちゃうんですけどね。

−あはははは最低ですねえ。

面白かったことはアレですね。最近ですけど、知らない問に父親が手術することになってました。
一一シビアだね−1

シヒアですね（笑）。たぷん今週じゃないかな。何か僕いまだに病名すら知らないんですよ。
−今回の芝居で、森先生ですが、ちょっと簡単に紹介を。
難しいですね。あのねえ。まじめなんですよ。まじめなのは判るんですよ。ただ常識を知らないんじゃないのかと。世間Ⅷ
鮫でいう常識は知ってると思います。でもちょっと常瓶はずれな二として始まりますよね（笑）。それも判ってると思うんで
すよ。なんて吉うんだろう八全知判ってて、本人も間違ってることはしてないつもりなんですよ。でも傍から見ると「お前そ
れ違うじゃん？」て言う感じなんですよ。そこに気づいていない∴気づけない∴気づいてないフリをしている。フリではない
な。でも気づけないわけじゃないな。なんていうんですかれほら、言葉にするの下手じゃないですか（実）。
−はっはっは。自分と比べてみてどうつ

いや、あの、これ（待受画面）は芸術ですよ。爾蕊に溶け込むってのが凄いじやないですか。完二
璧ですよ。どこにもエロスを感じないでしょ。

−男の裸の後ろ姿にエロスを感じる健験がないからねえ。
ダヒンチと 一緒ですよ。

「いや違うだろう。」（はづき）
いっしょいっしょ（笑）。ま、誉通じやないですか？とこにでもありがちな待ち受け画面ですよ。結
構いいケツしてるって言われるんですよ。これ見せると。
−え一つと、これ以上載せると、倫理審査通らないから、もうやめようね。読者の方で実物を
ご覧になりたい方は、なんとか渡辺君を掴まえて、見せてもらってください。
あ、親も見ると思うんですよね、これ。ごめんなさい。ハカ仁子で。
−さあきた1′く力息子lといえば、今回のあなたの役どころはり
ああ、まあ。素の自分ですよね。ハカで、体育会系。まるであの、高校時代の自分、つて感じでし
たね。あと、結構突っ走ってしまう、自分の考えを押し通すやつ。まあ多分何も考えてないだけ
なんでしょうけど。

自分 にはないかな。あの、なんか、此処来る前に此処の人たち −まずは初参加ということで自己紹介をば。
みんな「森先生は澤村君だよ」て言ってたらしいんですけど、僕と カリハネボタンの佐藤麻衣子、福島県出身です。よろしくお願いしま−す。
−何かキャラが固定されているというか。いかがですかり
しては松井君あたりであろうなあと思ってたんですよ。で、言われ
てちょっとヒックリしたんですけど、僕が今までやったことのない
意外にあんまりやったことないんでびっくりしてるんですけと。周りの皆さんが盛
役回りだったので、まやっぱ刺激にはなりますよね。
り育ててくれているので。楽しくやら七てもらっています。
−ちょっと話したところでは、昔先生になろうとしてたそうで白
−今大人気ですよ稽古場で。
プライベートでも。どうなんでしょ、その辺。
そうですかねえ（笑）。
−驚くほどの人気ですよ。何ですかね、この人気の秘訣は。
どうなんでしょうね。僕個人としてはもう、自分ルーノ／では（笑）、
ハハハハ†「あの子は誰。」と電話が殺到していますか（笑）。
あれですよあの、人に迷惑を掛けなきゃOK、というのがあって。
−今回の役どころはウ
基本的にl什間一般で言う遺徳とかって、単なる大多数の。琶見じ
ナイトウカズコさん。皆を小馬鹿にしながらも応援している人。人がなんとなく集
ゃない。なんか俺ちょっと頗良さそうなこと言って実はハカを露
まってきてしまう家のお母さん。麻婆豆腐が如き。総じてよく食べている（笑）。
呈している気がするじゃないか（笑）。そうそう、だから僕はあまり
−どうなんですかねえ（笑）。和子は、何がそうさせるんですかね、人が集ま
そこら辺は信用してないですね∴1分で正しいと思ったことが正
ってくるような。
しいと思っているので。間違えないようにしなきゃいけないな、つ
なんでしょうね。料理が上手なんじゃないですかね。あ、こんな裏設定とうでもい
てアレはありますけどね。だから森先生も根がまじめなだけに正
い（笑）？あの−、気を使われると入って自分でも気をつかっちゃうじゃないです
しいと思っていて、ああいうことになったと。
か。だから逆に、好きなようにしていいよ、みたいな感じですかでお風呂も沸かし
−そうね、あとは芝居を見ていただいて。
万を教えておくから、いつでも沸かして使っていい
えズ＿、X＿ス＿。
−では今回の見所はり
よ、みたいな感じのもてなしノ与のほうがわりと日分の
えーっとね。なんでしょうね。まあ そんなの見所にしちゃ駄R

だな。

−なにつなにり何か思いついたでしょ？l

いや、芝居中に笑わない、とか。
一丁−この公演が終わってから何がしたいですかり
えーっとね、ちょっとボーッとしたいですね。
−パチンコでも行って。
パテ パチンコ行きたいソすね（笑）l本当今年一月からほと
んど行ってないですかられまったく行ってないわけじゃないで
すけど、何気にお金がないので、たまに稼ぐつもりで。2月から
まったく行ってないですし。あとは人と飲んだりしたいですね。
全然しないので。
−コミュニケーションね。

ウチのように落ち着いてしまう。そういう感じの人な
んだろうな、つて。そうそう。夕飯食べたいなら自分
で作りな†その代わり何でも使っていいよ、つていう。
下町のおっかさん。ま、ウチの母親のイメージなん
ですけとね（笑）。
−あっはっはつはlそうなんだ†

−昔から作らされていたつ
いや、そんなことはなかったです。兄弟は上が多かったので、自分の
兄貴のほうが料理はト手なんです。私はそこにあるものを食へていた
だけっていう（笑）。
一一硬だ出来ていないけど、こうしたいって事あるり
もう少し皆に優しくしたいですね。お母さんといえばあったかいじやな
いですか。今 キレキャラにヘクトルが向いてるので（笑）。「優しさに
シフトチェンシ」が今の私のキャンペーンなんで（爆笑）。
−こういうキャラは好きり
やりやすいですね。唯一やりやすい部分なので。始めっからこういう
キャラというのは初めてなんですけど、やってること自体はやれる事し
かやってないので。

−すっごい絡んでくるよね、みんな。舞台上で。中川とか執拗に絡
んでくるよね。
あはははは。そうですよ。「和子さん、和子さん」とか探してる。とりあえ
ず呼びますよね。
−家族とはどうですか。
なんですかね。実年齢が皆あたしより上っていうのが納得いかないで
すけとね（実）。凄い納手恥、かないな、と思いながら。多分楽しいんじ
ゃないですかね、和子さん的には。いいんだと思いますよ。ちょっとハ
カ親だったり。いい家庭なのだと思います、きっと。とんだけ子供がハ
カでも和子さん的には。

−電夏の稽古はり
楽しい と思います。でもみんな揃いも揃って人見知りな人ばかり
で。最初は「とうしようかナァコレ」かといってあたしも最初からはなあ、

なんかね、とんな友達を連れて行っても、「あ ていう感じで。稽古場は、そうですね。もうちょっと整理したほうがいい
なにりお腹すいてるの？白分で作りなさい。 んじゃないですかね。あの変の木材とかいらないならウチの家具作っ
てくれないか、くらい。昔の大学の演劇部の部室を思い出します。
ウチは玄関入ったらいきなり厨房なのでっ し＼JL′よい〟▲、＼りい0甘レノ人子リノ助劇郡リノ
あの−、まあ割亨みたいな感じなんです。−公演が終わったら何がしたいですかつ

慧蜃七忠霊慈恵悪疫て蒜羞慧禁誌訂（実）0
房なので、あとはもう帥・食材なわけ；：蒜蒜芸盲呈竺筈ノ．よっしや言うたった（凱舗先を探して
ですよ。

いますIもしご希望があれば、此処まで−

そう、人とコミュニケーソヨンとりたいですね。人と。つてこれ、引

きこもりの目標ですよこれ（笑）。
うん。「人と仲良くなろう（笑）」。
芝居やってる人の目標ではないですね。人として、だコレ（笑）。
ま、とりあえずなんだろう。今回は結構いろんな人と絡むんで、
相手方に気持ちよくやってもらえるようにやりたいな、と。

■佐藤麻衣子 7号管ヂ〒黒帯了ドレスがテロップになって出てます胤
ナイトウカズコ

Smm−Sbrslhb−XXX＠yahDOCOJP

内藤家の母。

−今回が電夏2回めなわけですけど、やってみていかがり
楽しいですよ。竃夏の人たちは人見知りでしょ。前回は人見知ら
れてて、あ、られてるな、というのがわかって。ようやく公演が
終わって打ち解けたな、つて感じがあって。芝居が終わって普通
はそれで終わり、みたいなのあるじゃないですか。でも今回はス
タートからもう馴染んでて。まあ「食いキャラ」みたいなのも付
けられちゃってますけど（笑）。だからすごくやりやすいし、楽
しいです。
一一それそれ。食いしん坊とのうわさがありますがつ

腑い顔をする）誤解ですから▼誤解ですから▼
焙と同じ量しか食へてないのに、たまたま私だけが現場を押さえ
られてるだけですから（といいながら、ハハネロをぼりぼり）∪
狩野ちゃんとか一緒に食べてるのに、あたしだけが首根っこつか
まれて「お前か」みたいな。
「あれだ。タイミングの悪い人みたいに。」（竹田）
まあ実際食べてるんですけどね。（ためいき）おかしいな、この
稽古入ってから・・
「稽古中に見てみると、食べてるか寝てるかです。「あっ食べた後に寝
てるI」みたいな（笑）」（竹田）
アレは違いますよ1ノ今日だけですよl・・・あーそうですよもう。

「ほら、タイミングの悪い子だ。大体うちの劇団で公演に出ると、「私こん
な子じゃないのに」って言うんです。竹本君とかね。」（竹田）
でも竹本さんは「ヒコい」でしょ、私「タイミングが悪い」でし
ょ。マイナス面しかないじゃないですか。

■小泉めぐみ
日揃ノダヵ＝湾台ケーブルTVのディレクター
兼カメラマン。

1■、・．

ー普段は何をしてるの9

「それを、面白おかしく芙うんです。コメディですから。」（竹田退場）
−今回の役どころはつ
今回の役ところは、ん、役ところは・・・えーっと、めだかりめ
だかはディレクター兼カメラマンで、あ。今のところね。で、職
人気質な人で、それゆえに、ちょっと行き過ぎることも平気でま11
来ちゃう人。盗壕だとか、不法侵入とか、仕撃のためだと思えば
何でもやってしまうタイプ。

■松井勇介

てまあ、俸そうに軍人ぶってますけど、実際の戦場ではペー
＼−ウニと習うんですよ。最前線で盾にされてたり。
二一ああ・目に浮かぶ8
人、二・ついたら「周りに誰もいないよ」みたいな。
一一一え、おとりlつ

毒等謹箆：アオリとともに
外資系企業エベンキスで働
くクリエイティブ。

そうそう、でも「あ、この役俺にしかできわんだな。俺、頼られ
てるんだな＿つて思っちゃうんですよ。究極のプラス思考って
ノつってすかね。

−あー、スーパーポジティブね。
そこです。で、へこたれない。いいほうにばっか考える。これも
▲竺こ・見てるんですけど。

一一一大変なところは9

−7．二日分と正反対だったんで大変だったんですけど。今回

三二しな感じですこく似てる気がするんです。だから自然と入
ごこてJ圭うんですよね。気持ちを切り替えたり、作りこむ以前に
二事二三二になりきれる感じがするんです。だから、大変とかはな
て十ね品大変というより面白いです。今までの役も面白かっ
て←＿てナけど、違う面白さですね。
−無意義な感じだね。逆に表現しにくかったりするり
そこそうそうそうなんですよ1だって、実際には普段の自分の
二重「って、荘識しているわけじゃないじやないですか。だから、
そとと司じことをとんなにがんばって舞台上でやろうとしても、
ごっこゝ違ってしまったりしていると思うんです。

さらちかといえばおふくろの性格を一番引き継いでるかと思
三十ね
−どのへんつ
二rノだかんだやっぱパカなことを考えても、根ノ銅勺な部分で
二 一番ちゃんと考えてると思うんですよね。

三九人間根本的に変憶な部分はありますよ。ただ理性がど
二三で押さえてるかでね。てことは、俺はあまり進化してないっ
て掌ですかね。

（爆笑）
「あーあ。おれもう覚えてこね−そ−。」（竹本）
（さらに爆笑）
えー、さて。気を取り直して。
「返せよ−、台本−。」く人の失敗した釘を直しながら竹本叫ぶ）
（登場人物）バカぱっかだからねえ、見てると。ひどい（笑）。
−あんなだし。（二人で竹本を見る）
こういう子（めだか）は嫌いじやないです。けど、なんか、基本
的に、前回も今回も、自分の中にとっかしらそういう面があって。
前回もちょっと行き過ぎちゃうところがあって、今回もそういう
ところがあって、自分の中のそういうところをデフォルメしてで

きればいいのかな、と思うんですけど。でもそんな簡単にはね。
−自分の中の「めだか的jな部分ってありますか。
ん−、OL、というかまっとうな会社員だったころにね。結構全
面的にいろいろ任せてもらってたわけですよ。そのときにはなん
か本当に正論振りかざして、仕事を進めようとしていたところが
あって。若いなあ、というか。そういうところかなあ。ま、めだ
かが正論振りかざしているかとうかはわからないですけど。
−最後に一言

食いキャラにするなら、声を大にして言いたい。「ならいっそ食
べ物を与えろIJ と（笑）。

松井勇介。二十歳。ぎりき 学生。

う間でした。

ギリギリです札このパンフレット見る頃にはもう その間に舞台は踏んだ
学生じやないんですかられ
学校内外で公演をやりました。ありましたし、学校
そうですね。
の近くに学校が造った劇場があって、そこでの公
−しかも稽古脇のすぐ近くに引っ越してくるってい
演とかもやりました。
−へえー。凄いねえ専門学校って。
う。皆して風呂f桝に行っちゃうよ。
あっはっは。でも本当に狭いんですよ。
外の劇団もコレが初めてです。不安ですよ−。
−どのくらい？
−一番最初来てみてどうだった？舞台上で知
六見目・あるのかなあ。ないですね。よくわからない
った顔の人たちと一緒に公演をやるというのは。
んですけど、正方形っぽいから4豊平じゃないです
ひとく緊張して。舞台を見ていたときはそれぞれ
かね。lKです。ヒンネスホテルみたいになってるよう
面白いなあ、としか思ってなくて。それが−緒に
な。
稽古をしてみて。しかも見たことない人もいて、
−何でこんな近くに住むことにしたのり
それはそれで未知数じゃないか、とか思ってやっ
いや、不動産屋が紹介してきたんですよ。「このあた
ぱり緊張していましたね（笑）。
−振方を紹介してみてください。
りなら安いよー」って。それで 気に決めちゃいまし
て。でもこの時期はなかなかないんですよねえ。
海方正彦。38歳。えー、役的には軽薄な、僕の
−実家はどこですか？
中のキャラではない性格の人みたいです。でも、
長野県です。市じゃなくて村民です僕。堀金村。振
仕事は一生懸命、みたいな人です。
ったら金が出ると書きます。
なんですかね。悪い役というか、塀のある役、や
−説明しやすいねえ（笑）。
さぐれた感じの役ををやることはあまりなかったの
でも今年合併して市になっちゃうらしいですけと。
で。建しいですね。あまり表立ったキャラクターで
−向こうからもう役者で食っていこうと思って出てき
はないのかな、と思わせておいて、喋るときはまく
たの？
し立てるように喋るんですよこの人∴だからまずそ
そうですね∴別に全然演劇部に入ったりとかしてたわ
の緩急だけで難しくて。僕自身もそうなる時はな
けではないんですけど（笑）。
ると思いますけど、そこまで激しくならないですか
−ちなみに部活は？
らね。後はやっぱり年齢差ですかね。
−公演が終わったら何をしたい？
テニス部。工業高校のテニス部です。何でですかね

他にもあったよね。
そうですね、いろいろなんか見てはみたんですけど。
ウチの学佼に体験ワークショップとかあるんですよ。
夏とかはやりまくってますよ。とにかく人を呼ぼうという
ことで。それで面白いな−とか思って、そのまま 気
に入学を決めちやって。面白いな−と思うまま、いつ
の問にか。そのあとの専門学校の二年間はあっとい

￣二ゝこJLれませんからね。

−さて。この家族の中では謙次郎はり

そこ．まとうでしょ−（実）ウ

「ちょっと−おれのだいほんどこだよ−1」（竹本大騒ぎ）

−学校はどうやって決めたの？専門学校だったら

それ．三ありますね−。他人がモデルだったらまだ観察したりィ
、−ノできるんですけど。自分って、実際には 番知らないも

−最後に一言。

そうまとも。

−。やってみようと思ってきちゃったんですよ。

一一てことは、近すぎて、逆に一番難しいり

−そこは似てるり

−めだかは、この会社の社員じゃナイツスよね。
ハイトっすね。本職は湾台ケーブルテレヒの社員なんですけど。
−この会社の人たちとはどんな感じですかつ
あ、多分ね、この会杜の中で 一番頭がいいのは私です。まとも、

−自己紹介をどうぞ。
はい、森野温子です。北海道函館ホ出身。出てきて3年目。3月
23日でシャスト3年なんですよ。

−実家から観れて 親御さんとか不安がったりしてないり
お姉ちゃんと二人で住んでいるので、それが安心材料みたいで
すっ電話とかよくしますし。月1、2くらい∴実家は父が学校の先生。
で母も働いていて。ありきたりな感じです（笑）。あと、最近、ドコモ
のランオCMに出てるんです。
ヘ−1

とにかくゆっくりしたいですね。あ、でもまずハイト
を探さなきゃ。まいりましたわい㌔とりあえず近い
んで、ワークショップや稽古には参加して。
ルーでは最後に一三。

頑張りますんで、どうぞみてやってください。なん
でしょ。映像あり、歌もあり（実）。3度4度おいしい
と思います。

−今回の役どころについて。
役どころ。うーん。えー ふふふ 謎（笑）。煽動岸企画で一応働い
ている、下っ端の社員。社長とその他、しかいない会社ですけど二何を
仕事してる、つて言われたら何もしていないんですけと（実）。うん、什事
してないですね。

−駄目な人ですな。

裏よが激しいとか、会社内で哨されてます（笑）。まったく自分と違いま
す（強調）。演出はよくrいい仁にしないで」と言われますね。多分気を回
したり、きちんとした座り方とか、きちんとした話しノブをしない子だ、という

−よく見つけたねえ。
すこいびっくりしました。結梢前なんですけと、流れ初めて2、3
日。私は三月上旬としか聞いてなかったんですけど。でも私はま

事だと曽うんです。今の時点ではだらしない子、女子高生みたいな子、
みたいな感じで作ってます。例えば椅子に座るとき、私はきちんと足を
揃えるんですけと、「あ、遮う適う」と。そんなところから始まってます。
−こんな子は結構周りにいそうう
わりと周りには多いと思います。あとは「育ちがいい感じにしないで」とい

だ一一回も問いたことはないんですけと。一緒に収録していた自分

うことだとはうんです。きちんとしている感じではなぐこ、ということなんじ

の出ていないやつは聞いたんですけど。なかなか開けないです

ゃないですかね。何かあると、シヌルはまず逃げる（笑）。そして隠れる。
人のせいにするとか（実）。でも、人間誰でもそういうところはあるので、
そういうのが愛される理由、みたいな亡後はキーワードはスキャンダルで
す⊂ネタノミレの可能性があるので内緒ですが。
−自分と役柄を比較してみると

それが遺井さんに見つけられて1なんか車に乗ってるときにラシ
オかけてて聞いたらしくって∴声聞一、て「間違いない一Jって。

よ。

−音揺りはウ
ブースとかがすごいびっくりなくらい良い環境で。私、DJライセン
スってのを持ってるんですけと、そのときTOKYO−FMに行った
んです。それと同じくらいすこくて。−DJライセンスl

私アナウンス研究会にいるんですけと、そこで取りまして。いちお
うTOKYOF＼相ミ協力してくれているんですけと。3紐はスキー場
でDJが出克て、2綾はアムラックスにあるスタソオで生放送でハト
ンタッチ形式でしやへることが出来るんです。去年は月イチくらい
でやっていました。1概だとTOKYOFMの「次試験免除とミロー

トで毎週番組を持つ、試験を受ける資格が得られる、ていう。
−面白いもの持ってるね。さて。電動夏子に参加してみてつ
自分の所属劇団ではないところを経験するのが初めてなので、
すべてが新しいです。
−すぐになじめたり
うう ん まあ 多分。てか基本的に人見知りするんで。
−モリッチと言うあだ名はり
人生で初めてです。近いのはrもりちゃん」。でもごく一部で。
−ごめんね竹本君はセンスがなくて。
そうそう。私ハ／ドルネームも自分の名前なんですよ。なんて付け
ていいか悩んでいる問害き込めないの嫌じゃないですか。だから
回書いてみたらそのまんま。ハンドルネーム付けられる人がう
らやましいです。自分で偽名考えられるのって。

（話の中に）シズルが油断してるときがあるんですよ。何も回りに気を使
わない。社長とかがいると、何かを取り繕ってる感じがあったりして。シー
ンとしてはないんですけど、例えば合コンに行ったりしたら、すごいプリソ
子とかしで、自分だったら誰かがいたら縫対にしないような油断なんで
すよ。友し心の知れた人の前、というか、ほ分に利益のない人の前では油
断してることがある。人の話を隙】かないで化粧してたり。私はそういうの
ないですね。
−そういう人嫌いつ
いますよね、そういう人。でもなんか、人の前ですごいテ／／ヨ／をあげ
てがんばって盛り上げたりして止せる人が、あたしの前でだけはダラー
つと油断してる人とか好きですけど。プリッ了な女の了は「ああ〜‥・Jて
感じで見ちゃいますけと。

−あ、それは好みの男性のタイプウ
あ、えりえ？ま、まあ、あながち間違ってはないですけど（笑）。
−じゃあここで、そんな男性募集、と。
あっはっはl

−最後に一言
見てください。つて、ああlもう兄に来てる人なんですよね。じゃあ
あっ。4月から月9を見ましょう†久々の木村拓哉ですよおおむ

