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親子３人劇団全国行脚

「自然と一体」野外で音楽劇

　全国を旅して、各地の公園や神社の境内な
どで、音楽劇の巡回公演を行っている野外劇
団「楽市楽座」の東京公演が３日夜、三鷹の
森ジブリ美術館裏の井の頭公園西園で始まっ
た。家族や絆(きずな)をテーマにした音楽劇
「鏡池物語」を６日まで上演する。座長の長
山現（本名・長山泰男）さん（５１）は「子
供から大人まで多くの人に見に来てもらい、
野外劇の魅力を感じてほしい」と話してい
る。（佐々木大輔）

　楽市楽座は、長山さんと妻の佐野キリコ
（同・長山キリコ）さん（４３）、長女の萌さん（１０）の３人で構
成。４月の岡山県での公演を手始めに、１１月まで北は北海道から、南
は九州・沖縄までを巡る初めての巡回公演に取り組んでいる。

校舎冷却　ゴーヤカーテン
室戸岬で愛誓って
飛騨・高山の家具 洗練された千点
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関連記事・情報

地域のお墓情報サイト

PR情報

地域 トップ
北海道
北陸
中部
関西
九州
北海道 青森 岩手 宮城
秋田 山形 福島 茨城
栃木 群馬 埼玉 千葉
東京 神奈川 新潟 富山
石川 福井 山梨 長野
岐阜 静岡 愛知 三重

　楽市楽座は、元々、長山さんが、仲間十数人と１９９１年に大阪で旗
揚げ。団員の人数は時期によって前後したが、仕事の傍ら、主に大阪で
年に数回、野外での公演を中心に活動してきたという。

　長山さんが、昨年会社を辞めたのを機に、学生時代からやってきた野
外演劇一本で食べていきたいと考え、全国巡業を思い立った。当時の劇
団員とも相談したが、「仕事をしながら全国を旅するのは難しい」と断
られたことから、家族３人だけで再出発したという。

　移動は、機材などを積み込んだトラックとワゴン車２台に分乗して移
動し、主に会場の近くにテントを張って寝泊まりするという。前売りで
チケットを売るツテもなく、多くの人に気軽に見に来てほしいという願
いから、入場は無料とし、「公演終了後に投げ銭でお客さんから気持ち
をもらう」（長山さん）方式で巡回公演を続けているという。

　楽市楽座の舞台は、八角形で、その中に水を張り、発泡スチロールな
どで作った一回り小さな盆舞台を浮かべる。水流でゆっくりと回る盆舞
台の上で、３人がギターや三味線などの楽器の生演奏や歌を交えながら
劇を披露する。

　長山さんは、野外劇の魅力を「客席だけでなく、風や虫の声など、自
然と一体になって演じていると感じられる」と話す。千葉県南房総市の
海辺での公演では、波の音が自然のＢＧＭになり、鳥取公演では、劇中
で大きな声を出すたびに、近所で飼われているクジャクが鳴き、会場が
爆笑の渦に包まれたという。木々が生い茂り、街灯も少ない井の頭公園
では、舞台から役者が下りると、闇に消えたように見えるのが特徴だそ
う。

　「鏡池物語」は、池で長年ともに暮らす「蛇ダンディー」と「金魚
姫」のところに、小さな虫「ホーキオニ」が現れて、家族のような３者
の生活を描くことで、人と人のつながりを考える。

　この日の公演には、近所の人など約６０人が訪れた。佐野さんが声量
豊かな歌声を披露するなど、見せ場が訪れるたびに、客席から次々と折
り紙に包まれたおひねりが舞台に投げ込まれ、長山さんのセリフ回しに
は、会場から大きな笑い声と拍手が起こった。

　いずれも午後７時開演。小雨決行。入場無料で、劇終了後、面白かっ
たら投げ銭してもらうという。

（2010年9月4日  読売新聞）

【エンタメ】 ジブリ美術館で「アリエッティ展」開催中  (8月24日)

【エンタメ】 種田陽平が「アリエッティ」の世界を再現　小人の尺
度　現実かく乱  (7月6日)

【ニュース】 種田陽平氏　「アリエッティ」の世界  (7月2日)

【エンタメ】 「赤毛のアン」毎週木曜は中学生以下無料　シネマ・
アンジェリカで  (6月22日)

【エンタメ】 「赤毛のアン」前売り券販売開始　特典付きも登場  (5
月18日)

東京都　お墓・寺はハカダス

＜必読＞直木賞作家三浦しをん
のＳＦ小説!未来の街の物語で
最先端技術もわかっちゃう！！
ただいま無料公開中
品質にこだわって42年の歴史を
持ち、2009年までの累計供給戸
数No.1のマンションってご存知
ですか？
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 なら満彩
 温泉宿検索「ゆあみびと」
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