


ご来場誠に軌仏陀うコ乳＼書も

＼前の話でしょうか

＼人についてし鴫ヽない」と幼稚園や家で言い含められまub

‡榔象近所の公園から家へ向かう途中で」

漸
払ろん私l出直ち止ま瑚こ家路を急し噸ので拍汎振り返るとその人l封可だかとで脚で私産呼玖

手招きしている様なの鴨
ちょ塗疫怒鳴っているよ敢為思えたので、怖くなり、

私は恐怖と疲労と変lo納札ヽと髄乱鵬「なんでもない」班軒療
「ゆ勃ヽいはん」I敵などと言えなかったので九

そ乳1う体験力鴇り、大人になっⅥ瓢l出してみると、自分も誘拐されかけたのだと患うと
l蒙れ

こユ「スで否定的に大きく扱われるもの駄犬抵が」
＼の悪だくみの成功t不成功の結果なのでぬ

ま手づ取り早くr楽」を求める人が確実にいる為、悪だくみが溢れていまれ

もあれちょっと待てよ、冒頭の公園での思い出でれ軋前後をさらl剥臥1出してみると、

園囲め肇ンコで遊んでし懐友達が足を踏み外して落下し頭柳、撃轟沈がありまし
勒ヽ窃充血して泣きわめく友人の姿が怖くなり、どうしていい鳴1わからず」

とりあえず家に戻って掛＝報告しようと家路を急ぎ拭

きこそこに近所のおじさんが通りかかり粍

彼はブランコの下層覿＼融虐流u汚職が軋lているのに静鼓舞に

それと同時こその現場か適ず出していく子関＝気づききも

きっとあの子がこの子を怪我さ的諷ヽなし㌔

怖くな爛佃l電軋ヽなし㌔
彼l弱曲げていく子供を呼び止めようと刑
事情を聞こうと大振りに手招きし吉相軋呼べども叫べども子勝

全く、怪我uヒ友藩を見捨てて、なん払うクソガキだ抽㌔

彼は、逃l佃わて払1て、怪我をした少年
親切な彼は、自分が誘拐犯扱いされかけていた、などとは

あの時のお臥ゆうかいlよ揖こカテゴライズして申し訳ありませんで

今回は【このような色々な勘違いが創り上I放、



1963年、東京で一人の少年が行方不明になった。

当初は迷子か事故ではないかとみて、警察が捜査や聞き込みに当ったが、その結果、
誘拐の疑いがあるものとして、警視庁捜査一課は所轄署に捜査本部を設置する。
少年が行方不明になってから2日後、被害者宅に犯人らしき男から身代金を要求する電話が入る。
犯人は高額の身代金と、受け渡し場所として近くの自動車工場を指示した。少年の親戚の者が運転をし、
母親が身代金を運ぶ事になる。
5人の刑事は目立たないように、2階から隣家の物干し台を伝って裏道に出て、
そのまま自分の足で走って自動車工場へ向かう事になった。現場殖錘官め警由補は、
工場に同時に到着できるよう、「待て」のつもりで右手を挙げたが、

それを懐手」と勘違いした運転手は車を出してしまった。
慌てて走り出す刑事たち。
車と殆ど一緒に馬

走ってきた5人の
息を殺して犯犬養

した以上、車の方が先についてしまうのは明らかだった。
候は、まだ春先ではあったが夏のように暑かった。
帝された辛の荷台に金を置いて立ち去った。
ミバラバラに到着し、それぞれ分担しておいた位置で物陰に隠れ、

30分経っても犯人らしき人物は現れなかった。

捜査員たちはミスをした。

毎が見張で亡いためは空海の正苛に止まっていた車で、
犯人が指定したのはその横に止まっていた車だった。

間半が経過した時点で現場から金がなくなっているのが判明する。
寮が見張る以前に金を奪っていた。わずか3分ほどの間の出来事だった。
まま、以降犯人からの電話はなく、少年も戻ってきてはいない。

年が経つ1965年、捜査本部はついに解散となる。
以降、少人数による専従捜査に切り替えられた。

は専従捜査員に加わる事を申し出たが、以前の失態からこれは認められな
に昭和の名刑事と呼ばれる平塚八兵衛に引き継がれる事になる。
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伸年の運転手



江島伸年（エジマノブトシ・54歳）・・1蓮井点樹（電動夏子安置システム）

城南就業常務取締役。次期社長の椅子を巡り、専務と

激しく対立している。製品の質にはこだわりを持ち、時

に採算を無視した事業計画を推し進める為、社内

には敵対する者も多い。普段は家庭を顧みる事

はないが、株主総会を来週に控えたこの慌た

だしい時期に、数年ぶりに妻と2人きりで旅

行に出かけた。　　　　　　　　　　　　　’

城南乳業秘書室勤務。
清美の夫であり、つまりは江島の女

婿である。会社でも伸年の秘書を務め、

若くして将来の重役の椅子が約束されてい

るとも囁かれている。仕事柄、江島邸に出入り

するうちに清美と知己を得て、伸年の強力な勧め

もあったことから結婚する事となり、事実上の婿養子

となる。ちなみに二人の間にまだ子供はできていない。

本多僅彦（ホンダヤスヒコ・34掛・■じよ

・48歳卜霧崎今日子（JACROW）

伸年の妻。旧財閥系出身でかつて城南乳業相談役で
あった下柳隆三の次女。社内の力関係によって決
められた伸年との結婚には当初、乗り気ではな
かったものの、今ではようやく家族としての

情に恵まれ、気ままな暮らしに満ち足りつ
つあった。日々仕事に追われる夫との夫

婦水入らずの旅行に心を遅らせながら
出かけた。

城南乳業総務部長。入社時よ
り江島常務に目をかけられて引き上げ

られてきた事から、どんな時でも江島家
一筋。休日ともなれば必ず江島邸にご機嫌

伺いにやってくる。また伸年の長男・弘が幼
い時から世話をしてきた為、今では実の息子よ

りも弘に愛着を感じている。総務の仕事は会社の
厄介事を秘密裏に処理する事だと信じてやまない。

本多清美（ホンダキヨミ・28歳）・・小龍絵梨

柴田直温くシバタナオハル142歳）・・・横島裕（電動夏子安置システム／も軌、

江島夫妻の長女。江島邸の一室に部屋を持

同居をしている。幼い頃より両親の間に流れる

な空気を敏感に感じていた為、家族というものl

人一倍の憧れと執着を持つ。たった一人の弟

である弘を、両親以上に溺愛し、面倒を見

てきた。弟が密を出てからその愛情は、

慈善事業などに向けられる。

城南乳業総務部勤務。
下。半年前に知人の伝手で城南乳業に

就職し、前職の経験を買われ総務部に配さ
れた。大学の後輩であった千夏と所帯を持つた

が、妻の不注意でローンの残る家が火災に遭い、

江島の家を頼る事となる。そこで自らの正義とそれを

歪めなければならない理不尽な上司の命の間で揺れる。

川上尚雄（カワカミヒサオ■28計・・
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宇田Jll裕久（ウダガワヒロヒサ・35歳）…高田浮くX十QUEST

警視庁捜査一課特殊犯係主任。警部補。7年前に神奈
川県警から推薦され警察庁に引き上げられ、警視庁

ぎゃ一　意，　捜査一課に配属された優秀な刑事。順調にキャリ

r■モ　　　　アを積んで出世するはずであったが、2年前に

とある事件の失態からその望みは絶たれる。　。．．山

だがその後も腐ることなく・誘拐事件の解議言上

決というものに人一倍の執念を燃やして二二一予

ている。

着帯欄嘗
江島家から徒歩
15分の所の住む通いの家政婦。江島家に

は地元の短期大学を卒業して以来長く仕え、

普段、仕事で忙しい伸年とあまり轟を合わせる

事の少ない教子の良き相故相手である。また世

間知らずでもある彼女の身の回りの一切の世話を

する事が主な仕事であるが、時に我憧な敦子の要求
に振り回される。伸年の運転手をしている男と結婚した。

薫智芋（ニノミヤミチコ暮34歳トなしお戚（電動夏子安置システム）

苧　∵㌻t讃　‾ノー響責苦

橋由子（ミツハシ

一中電欝　　，

任地兼生けジカネオ156歳）■・■小原雄平（電動夏子安置システム）

警視庁捜査一課特殊犯係。巡査部長。17歳で卒配して
以来、40年近い警察人生において35年を刑事畑で過

∵季ごした老刑事。気になる事を解消するために繰り出
される聞き込みは、あまりのしつこさに相手の心

を簡単に挫く。巡査部長く＝サージェント）と名 ■丁一一‾・1ムーi

字をかけて「サージ止一課内では呼ばれて　議
いる。が、本人はあまり気に入っていない。㌻二二■■－・～．■

鼻
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尚雄の妻。三歳になる息子の

誕生日に腕を振るって揚げ物を料理して
いた際、油に引火し自宅から焼け出される。

その話を聞いた清美の好意の申し出により、江

島邸に住み込みで家政婦として働く事となる。不幸

な状況にあぅても常に前向きな考え方をもっているが、

時に前向きな患い込みの激しすぎる事もある。栃木出身。

紅林金書くクレバヤシキンゴ暮31歳）…添野轟く電動夏子安置システム／アシカツ）

警視庁捜査一課特殊犯係。巡査。盗犯係にいた際、窃

’’　　　　見込
、20代半ばにして特殊犯係に抜擢きれた

機器類の扱いにも長けてい

犯人との電話交渉㊥際の逆探知を撞
が多い。ただし喧嘩早い事から交渉

面に出される事はあまりない。低地を
心底尊敬している。

一人娘。何不自由な

たが、自身は独立心が

まりかからない銀行に勤め

内情同様、仕事優先に生き、

争を繰り返す父親には嫌気が
じている。この日、目を覚ま
ヽた。その理由と経緯は康だ

、ヽ



【脚本／演出】竹田哲士【演出助手】道井良樹【舞台監督】森山香緒梨
【舞台美術】袴田長武（ハカマ団）【照明】たなか一絵【音響】竹田雄

【衣装】岸川康子【小道具】横島裕／添野豪【宣伝美術】岩田
【写真撮影】佐藤淳一【映像撮影】佐藤淳一／渡遺皐【WEB】小原雄平／竹田哲

【制件】電動夏子安置システム【制作協力】西村なおこ（Karte）

【企画製作】電動夏子安置システム

【協力】
アシカツ　X－QUEST　大沢事務所　オンディーナ　金子こころ　株式会社ドルチェスター

Karte　豪華！刺身盛り　合同会社PLUSVOX GOENPRO CoRich舞台芸術！

さかい蜜柑JACROW　スターダスT21ThreeQuarter　ハカマ団　ペテ

もぎいく人間　守美樹　ロングランプランニング株式会社

【出演者の今後の活動】

■岩田裕耳　出演

浮世企画第4回公演
『ばれえど』
2012年11月21日～27日

SPACE雑遊

http：／／ukiyokikaku．jimdo．com

■小原雄平　出演
TABACC川＃006

企画プロデュース公演

第24回池袋演劇祭参加作品
「ザッピング・ヒューマンマップ」

2012年9月14日～18日

てあとるらぽう

■小舘絵梨　出演
ringoyaライヴ

『Dazaiな調べ』

2012年9月7日■8日

COREDOTHEATER

http：／／www．maroon．dti，ne．jp／

rlngOya

■四億久美子　出演
ペテカンVOl．36

『ワルツ』
2012年9月21日～30日

赤坂RED／THEATER

http：／／www．petekan．com

＋漆野豪　出演
トツゲキ倶楽部

第10回公演

『タナカSUMMER』

2012年10月24日～10月28日

日暮里d倉庫

■高田淳　出演
ラフメーカtLotNumOO7

『ユリコレクション』

2012年9月4日～10日

シアターグリーン

BOXinBOXTHEATER

http：／／www．rough十maker．com

X－QUEST

『ムサ×コジハイパー』
2012年10月2日～8日

北千住1010ミニシアター

http：／／X－queSt．jp

■田口愛　出演
Sehkraft公演

『13700000000』

2012年10月24日～28日

ギャラリールデコ　4F

http：／／ameblo．jp／sehkraft

■窮崎今日子出演
LUCK－UMUpresents

ミステリーファイトクラブvoL1

『アツカ村の狼』
2012年8月18日

下北沢studioAKAT（スタジオアツカ）

http：／／kamonohashigayuku．bfog17．

f62．60m

Ustream番組

『イカを呼ぶ！』
毎週金曜日23時～26

http：／／ikawoyobu．web，

『イカを呼ぶ！トークライ
2012年10月21日

新宿ネイキッドロフト
http：／／ikawoyobu．web．fc2．com

雷道井良樹出演
『臨場一劇場版－』

現在公開中。

『カーセブン』テレビCM、ラジオ

2012年10月2日～7日

下北沢OFF・OFFシアター

ちょっかい王×LikeaQa霊axy

『lridescentClouds』

2012年10月24日～28日

シアターグリーンBASETHEATER



グリーンフェスタ2012において大賞であるフェスタ賞を獲得したものの、

フェスタ2013には参加せず、勝ち逃げと陰で罵られているに違いない電動夏子安置システムが、

頂いた賞金をそっくりそのまま注ぎこんでもまだまだ採算の目途が立たない、
シアターグリーンの全館借り切り。
つまりはお客様

劇団の特轍

への恩返し企画。

ation（制限空間）】

28回公演　～＄elid・＄ituation～

の中にいるのはお前の方だ
7クーグリーンBASETHEATER

29回公演　～L09ieaト

『机の上ではこちらが有利』
7クーグリーンBOXinBOXTHEATE：R

¢ame～

完んと線引きの
7クーグリーンBIGTRE：ETHEATE：R

本番中に役者が3つの劇
すべてが同時間

い地図』




