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劇団 天白月夜

天白のシンボルを目指して
社会人や高校生など︑
アマチュアで結成した劇団天白月夜︒
演劇への情熱を武器に︑

大好きな演劇を続けたい
受講生が立ち上げを決意
初めての公演に向け稽古に励む︑
年に始まった天白文化小

劇団天白月夜︒立ち上げのきっかけ
は︑平成
劇場主催の﹁プロに学ぶ演劇講座﹂

考えました﹂と振り返ります︒
月︒予想を

演劇講座受講生に声を掛け︑メン
バーを集め始めたのが
上回る 人が４月の結団式に参加し︑
その後２人が加わりました︒

時まで︑

話し合いが演技をつくる
川村さんと二人三脚の創作
毎週木曜日︑ 時から
天白文化小劇場やほっと平針などで

う受講生は多く︑石田さんをはじめ

人を引き付ける川村さんの人柄を慕

く点に魅力を感じました﹂︒明るく

つくり上げる過程で仲間になってい

り︒役者としても︑人としても成長

バーとの話し合いは新しい発見ばか

まとまっていくといいます ︒﹁メン

の主張を理解し歩み寄り︑少しずつ

原さん︒意見の衝突があっても︑互い

培った経験や絆を次の芝居につなげ
す指導を心掛けています︒
﹁技術は

川村さんは︑役者の魅力を引き出

させてくれます﹂︒

たいという思いがありました﹂︒平成
アマチュアでも︑個性を組み合わせる
﹃プロじゃないからこんなものか﹄な

集まり︑劇団結成を決意︒川村さん

せん﹂と笑顔を見せます︒川村さん

んて思われないように︑妥協はしま

﹁天に白い月が上る夜︑みんなが

団員や︑朗読の講師に白樺八靑さん︑

が代表を務める﹁劇団そらのゆめ﹂の

と天白文化小劇場のサポートを得て︑

集まって楽しんでほしい︒そんな意

﹁地域の事業から生まれた劇団なの

話すのは︑運営委員の若原啓子さん︒

唱の大野栄潤さんなどが指導︒プロ

振り付けの田中りえさん︑発声・歌

﹁内面の充実なしに︑表現はでき

からも学べる環境を整えています︒
ません︒演劇には︑伝えたいという思

演劇への思いは人一倍。親し
みやすい人柄で、団員に愛され
ています

いが重要です﹂と川村さん︒技術指

石田純孝さん

地 域 で 活 躍 で き る 時 ︑この 街 のイ

導のほかに︑演技への考えを共有し︑
捻出できない場合は︑練習後の会議

話し合う場も設けています︒時間が

乗っています︒
﹁川村さんは︑天白月

で︑運営から技術・演出まで相談に
夜になくてはならない存在﹂とメン
バーは口をそろえます︒

旗揚げ公演は１月
劇団としての成長を目指す
旗揚げ公演の演目は﹃月夜のラビ
リンス﹄︒川村さんが脚本︑演出を担
援しています︒馴染み深い地下鉄鶴

演劇講座には毎回参加。劇団
天白月夜の名付け親です

若原啓子さん
川村ミチルさん

当︑天白文化小劇場が裏方などを支
舞線を劇の舞台に選んだのは︑天白
区の劇 団であること を 強 調 す るた
密着した内容です︒駅でさまざまな

め︒プロではないからできる︑地域に

描いています︒ファンタジー要素を取

人と出会い︑変わっていく主人公を
り入れ︑大人も子どもも楽しめる内
台本が完成したのは 月︒現在は

容に仕上げました︒
土曜日︑日曜日も練習に費やしてい
ます︒道具や衣装も手づくり︒限ら

自身も劇団を率いながら、天白
月夜をバックアップしています
場所:天白文化小劇場
チケット:前売り1,800円 当日2,000円 チケット等詳細は問い合わせから

2019.1/18［金］19:00~ 1/19［土］11:00~ 15:00~

れた時間で︑力を合わせて完成させ
ていきます︒﹁天白月夜はまだ独自
どんな劇団になるのか︑楽しみです﹂

劇団 天白月夜 代表

天白文化小劇場

のカラーができていません︒これから

石田さんは演劇の魅力を見てもら

と川村さんは目を細めます︒
いたいと力を込めます︒
﹁この公演を
第一歩に︑
いつか大きな劇団に成長でき
ればうれしい﹂と前を見据えました︒
私たちの街でうまれた︑劇団天白
月夜︒メンバーは︑
﹁旗揚げ公演は一

劇団 天白月夜 運営委員

問い合わせ：052 806 8060 メール：tenpaku@bunka758.or.jp

演出家・劇団そらのゆめ代表

メージが美しいものとなるようにと

いました︒いつか天白に馴染みがない

で︑
﹃天白﹄を必ず入れようと思って

やお

味を込めました﹂と劇団名の由来を

準備が始まりました︒

ことで見る人に楽しんでもらいたい︒

年９月︑同じ思いを持つメンバーが

﹁講座は３カ月間で終了しますが︑

講座のリピーターは多いといいます︒

交わることのない人たちが︑演劇を

70

プロとは違う舞台を模索しています︒
旗揚げ公演は１月︒
私たちの街に︑
です︒週に１回︑演出家であり俳優
る事業でした︒
﹁演劇の心得はなく︑

好きであること︒楽しむばかりでな

様なメンバーの共通点は︑演劇が大
く︑演技や演出への意見を出し合い︑

稽古をしています︒職業も年齢も多

表の石田純孝さんは話します︒当時
は小学生から 代までが参加︒性別︑ より完成度の高い舞台を目指します︒
経験︑職業もさまざまでした︒
﹁一見︑ ﹁個性的な団員ばかりで︑意見をま
とめるのが大変です﹂とほほ笑む若

込んでいったんです﹂と天白月夜代

何気なく参加しました︒そこで︑演

の川村ミチルさんの指導を受けられ

12
21

技で自分を表現する楽しさにのめり

19

39ページにて
受付中！

旗揚げ公演

『月夜のラビリンス』

をプレゼント！
問い合わせ：090-5624-1483
（橋本）
メール：tenpaku.tsukiyo@gmail.com
ウェブサイト
：https://www.tenpakutsukiyo.com/

まもなく劇団が誕生します︒

旗 揚げ 公 演 に 向け
て、鶴 舞 線を舞 台に
即興演劇練習。どん
な 人 が なぜ 電 車 に
乗っているか、
自分で
考えて演じます

25

声をそろえました︒

写真／編集室 デザイン／Beanstalk 白石純也
文／加藤優花

29
度きり︒ぜひ見に来てください﹂と

information

電車内を想定した即
興演劇練習。電車で
起こるかもしれないト
ラブルを、
その場で考
えて演じます
年 齢 性 別に関
係なく、団員は
仲良し。良好な
関係が、
自然な演技を生ん
でいます

16

15人に招待券

劇団 天白月夜

10

練 習では、電 車で横に
立った人にちょっかいを
かけるなど、
ユーモラスな
ストーリーが繰り広げられ
ました
劇団天白月夜の缶
バッジを製作。団員
の個性と同じく、
一つ
ひとつ柄が違います

台本ができたら読み
合わせ。劇場の隅ま
で届くよう、大きな声
で演じます
熱心に台本を読
み込むメンバー。
個人で役づくりを
するのではなく、
全員で話し合って
イメージをまとめて
いきます
『月夜のラビリンス』
台 本 。取 材 時は未
完成でした

動画で動きを確認しながら
、演技
や演出に意見を出し合いま
す
団にな
見てもらえる劇
たくさんの人に
４月の結団式。
ました
し
つに
を一
ろうと、思い

練習 の後は反 省点を話
し合い。
川村さんの指 示待ちで
はなく、積
極的に意見が出ます

