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■ 第４７回 ラポール公演の案内  斉藤 恵子 

 １０月２３日は新横浜・ラポールシアターへ！ 
 

こうばこの会の発足は 1993 年だそうですので、それから早 17 年くら

いも経とうとしているのですね。そりゃ、みんな歳をとるわけです。 
それはともかく、その長い年月の間に横浜ラポールを使わせていただ

くのは今回が 3 度目です。過去 2 回とは違って今回は「ラポール芸術市

場」という秋のイベントに参加させていただくという形になりました。

私は数年前に一度、このラポール芸術市場の舞台を観に行ったことがあ

りましたが、自分がそこに参加することになろうとは、なんとなく不思

議な心持です。と同時に実はかなり慌ててもいます。なぜなら、通常、

このイベントはいくつかの団体が同じ日に出演することが多く、 
したがって、お客様も各団体の集客力の結集となるわけなのですが、今回は他団体の都合

がつかなかったとかで、10 月 23 日はこうばこだけの参加となってしまったからです。 
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 第２３号  

２０１０年１０月１６日 

こうばこの会 発行 

斉藤恵子さん 

平成 22 年度横浜ラポール芸術市場「ザ・エンターティナー2010」 

（こうばこの会 第 47 回 定期公演） 

日時：2010 年 10 月 23 日（土）午後２時～３時半 

会場：新横浜 横浜ラポール シアター 

交通：新横浜駅（ＪＲ北口／地下鉄８番出口）から送迎バスまたは徒歩約１０分 

※「新横浜駅前」午後１時半発の送迎バスに、ご案内係が添乗致します。 

入場：無料（当日渡しの入場整理券を下記にお申込み下さい。） 

   大久保 Tel:03-3604-1422 Mail:hiko1@alles.or.jp 

演目： 

１．「ただのネタですから・・・ただネタ」 作：那登里 潤 

出演：高田チェッカーズ（塚田友樹・妙蓮寺 紫・あかつき えにし・服部真弓 

・ショコラ モナカ・松田奈穂美・美舞希・多田香織・もんじゃ くりーむ） 

２．「九死虫」 作：筒井康隆  出演：工藤健一郎 

３．「デューク」（『つめたいよるに』より）  作：江國香織  出演：永澤美智子 
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そうです！ 10 月 23 日の客席を埋めることができるのは私たちだけなのです！ これ

は大変です。もちろん、お客様の数だけが問題なのではないですが、あまりに寂しい客席

というのも悲しいですよね。 
今回の公演の演目にはいくつもの見所・聞き所があります（はずです。そうに違いない

と思います）。と～っても久々の舞台となる永澤さんの語りあり、これまた久々の那登里作

品で登場する高田チェッカーズあり、そして、独特の世界観で存在感を示してくれる工藤

さんの語りあり、どれを取っても面白いものが並ぶこの舞台を、どうか一人でも多くの方

にご覧いただけるよう、ご協力宜しくお願いいたします。 

 

 
 
■ 会員エッセイ 

 語りと歩んだ１７年 ‥‥ 竹内智美 

 

１．語りとの出会い 

私が語りに興味を持ち始めたのは、図書館に就職した 1993 年のことです。偶然にもこう

ばこ成立の年と同じですが、そのころはこうばこの存在は全く知りませんでした。 

図書館の仕事として、音訳ボランティア養成に携わったとき、オブザーバーで音訳養成

講座に出席していました。講師の先生はご自身でも視覚障害者の音訳を行っており、受講

生に対してはもちろんのこと、ご自身にもとても厳しい方でした。文章を耳で聞いたとき

に如何に分かりやすく、何の負担もなくすっと頭に入ってくるような読み方ができるか、

そのためには便宜上付けられた読点のところで切って読めばいいというものではないとい

うことを何度もおっしゃっていました。 

また正しく発音することの重要性も理解するために、滑舌の練習、鼻濁音とは何かなど、

発声練習のように声を出して練習する時間もたっぷりありました。そして音訳と言っても

ただ文章を明瞭に機械的に読めばよいということではなく、文芸作品などは情景が浮かぶ

ように、声色を変えるという意味ではなく人物の違いも分かるように、適度で適切な感情

表現をしなければならないので、告知文の音訳よりも難しい面があることも何度となく話

されていました。 

2004 年 11 月 前回ラポール公演 フィナーレで挨拶する坂本晴代さん 
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音訳者養成は毎年行われ、私はこの講習会にその都度出席したのですが、初めは先生の

一言一言に感銘を受け、年々自分の耳が育ってくるのを実感し、「あ、この人の読みは聞き

やすい」とか、「そこで切ったら文章構成がおかしくなるのになあ」などと感じられること

が面白くなってきました。そんな中で、音訳はできないけれど、私も何かを声に出して読

んでみたいと思うようになったのです。 

 

２．ストーリーテリングを通して 

図書館で私は視覚障害者サービスの仕事に関わっていましたが、その部門の近くに児童

書コーナーがあり、児童サービ

ス担当者といろいろ話してい

るうちに仲良くなりました。 

児童サービス担当のＫさん

という女性はとても仕事熱心

で、どうしたら子供と本を結び

つける役割が果たせるかとい

うことを熱く語ってくれまし

た。その話の中で「絵本の読み

聞かせとか昔話などのストー

リーテリングって、語り手がす

ごくオーバーにやりすぎてる

と思うんだよねえ。子供が、あ

の人おもしろかったっていう

感想を持つんじゃなくて、あの

お話おもしろかったって思ってもらうには、語り手は目立たないけど、話の内容はきちん

と伝わっているっていうのが理想なんだよねえ」と話してくれたことが今でも印象に残っ

ています。まさに私が日ごろ胸に引っかかっていたことを彼女は言葉にしてくれたという

感じで、すっきりしました。 

それがきっかけとなって、私はまず子供向けの語りをやってみたいと思ったのです。 

彼女と話すまで私はストーリーテリングという言葉を知りませんでした。昔話や民話な

どの物語を覚えて語るということで、イギリスでは児童サービスのおはなし会のときにか

なり本格的に取り入れられているそうです。 

 

覚えて語ると言うと、物語の大筋を捉えて文章の細かいところは適当でいいと思ってし

まう人もいるようですが、まずは文章を一言一句覚えて、それを間違いなく語るというの 

が基本となります。そのストーリーテリングを勉強できる場があることを知り、私とＫさ

んは 1996 年から 1997 年の 2 年間、月 1 回、夜間に東京子供図書館に通いました。受講生

は 25人でしたので、1回に語る人数は 7、8 人です。4ヶ月に 1度くらい自分が語る番 

が回ってきますが、それ以外は人の語りを聞いていました。自分が語ることも勉強になり

ますが、それ以上に人の語りを聞くことから学べるものが多くありました。自分のことよ

2010 年 2月 阿佐ヶ谷 寺澤光美・竹内智美・笠原直見さん 
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りも人のことの方がよく分かるのでしょうか。「ああ、その言葉をもう少し強調したら面白

いのに」とか「素敵な語りだったなあ。あんな風に語りたい」などなど思うことがたくさ

んありました。5 分程度の短い作品でもあまり印象に残らない場合もあれば、30 分もかか

る長い話なのに面白くてあっという間だったと感じたりするのは、全て語り手の力にかか

ってくることなのだというのを実感させられたのもこのときです。 

私が人前で始めてストーリーテリングを行った作品は、「マーシャとくま」（ロシア民話）

です。覚えて語るということは、ただ字面を追うのではなく、物語の情景なども思い浮か

べないと言葉がついてこないのだという感じを受けました。覚えたものを何度も語ってい

るうちに、その言葉がまるで自分が自然に話しているかのようにすらすら出てくる面白さ 

も体験できました。この「マーシャとくま」という作品は、その後何度もこうばこの活動

で子供向けおはなし会のときに語っています。 

 

３．こうばこでの様々な体験から 

私は友達の堤さんや斉藤さんから誘ってもらって、こうばこの会に入りました。入る前

に 1 度公演を見に行ったと思います。ただ、残念ながら公演を見たときには入ろうとは思

わなかったのです。一人語りは少なく、朗読劇風でそれぞれの役が決まっていました。そ

れまで私が目指していた語りとはまったく違い、かなりオーバーな表現だと感じることも

多く、「私、ああいう風に表現するの苦手だなあ」という感想でした。なので、声をかけて

もらったときは正直なところ、どうしようと尻込みする感じでした。でも 2 人が口を揃え

て「 初は苦手だなあ、恥ずかしいと思っても、やってみるとこれが病みつきになっちゃ

うんだよねえ。また舞台に出たい、出たいって思っちゃうんだ」と 

楽しそうに話すので、自分は果たしてどんな風に感じるんだろうと興味が湧いてきました。 

あまり積極的ではない理由でしたが、縁あってこうばこに入ることができたのです。 

初舞台は 1998 年 1月でした。長村さんが書いてくださった「明日はいずこへ」という作

品で、江戸時代が舞台となっています。私はおトミちゃんという女性の役をいただきまし

た。彼女は蘭学を学びたいと思っているのに、お父さんに反対され、気がふれてしまった

フリをして診療所に入れられているという設定です。いきなり「苦しゅうない。わらわの

籠を持てえ！」というセリフで登場です。そして、薬湯の入ったコップを投げてしまった

り、急に踊りだしてしまったり、着物姿でハチャメチャなことをします。 終的には心を

開き、なぜ気がふれたフリをしているのかを真面目に語る場面もあります。これは演劇な

ので練習が大変でしたが、はじけたり、真面目になったり、とてもいい役をいただいたな

あと思っています。 

普段ではありえないことができ、とても楽しい舞台でした。見に来てくれた友達は「は

ちゃめちゃやってたところは、酔っ払ったときみたいでぴったりだったねえ」という感想

でした。せっかく普段にはないものを演じきったと思っていたのに、素の自分が出てしま

っていただけだなんて・・・。お酒を飲むという手段以外の方法で発散し、自己表現でき

るのだということを教えられているかのようでした。それにしても長村さん、よく私の本

性が分かって、それをうまく引き出してくれたなあと、ちょっとびっくりでした(笑)。こ

の初舞台で既に私はこうばこにハマってしまったのかもしれません。 
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次に印象深い出来事は、初めてナレーションに挑戦

したときの猛特訓のことです。それは安房直子さんの

「桔梗の娘」という作品の群読を行ったときのこと。

私は、ナレーションの場合、文章を間違いなく正確に

読めばいいと思っていたところがあります。そのため、

とにかくきちんと読むことばかり意識していました。

練習の様子を録音しながらやっていたのですが、先輩

の杢代さんが、ワンセンテンスごとにとめて、「ここは

食べ物の描写なんだからもっと美味しそうに読んで」、

「ここは情景がきれいだから、もっとそれが頭の中に

浮かんでくるように、わーきれえ！って感じで読んで」

などなど、一つ一つ丁寧に注意してくださいました。ほとんど私の練習だけで時間が過ぎ

ていたかもしれません。 

言われていることは頭では理解でき、美味しい気分になって読んでみたり、（わあ、きれ

い！）という気持ちになって読んでみたりしたのですが、次の練習のときには「ぜんぜん

変わってないね」と言われてしまいます。内心「ええっ、なんでえ？ こんなに気持ちを

込めているのに・・・」と悲しくなりました。でも実際に録音を聞いてみると、前とほと

んど変わらず、つまらないべた読みなのです。 

私が悩んでいたときに、杢代さんはヒントになるようなことを言ってくれました。「ナレ

ーションってね、例えば噂話で面白かったことなんかを人に伝えるような感じなんだよね

え。あの人すっごくきれいなんだってとか、あの店のお料理ほんとうに美味しいんだって

とか。その場にいる訳じゃないから、ある意味客観的に話してるんだけど、きれいとか美

味しいというのを伝えたいから、そこには感情も入ってるよねえ」と。これがかなり大き

なヒントになり、自分がこの物語の世界を友達かだれかに伝えるような感じなのかもしれ

ないと思ったのです。 

本番までの間に、ほんの少しは感情表現や動きのあるナレーションという感覚が掴めて

きたように思います。ナレーターは決して目立ってはいけないけれど、物語の人物の心の

動きや情景など全てを立体的に伝えていく重要な役割なのだと感じました。これは児童サ

ービス担当のＫさんが言っていた、語り手は目立たずに物語の内容を伝えていくのだとい

う考え方に通ずるものがあり、私が目指したいものだなあと思いました。この経験から、

私は縁の下の力持ち的なナレーションの奥深さに引かれていき、いくつかの作品のナレー

ションを引き受けさせてもらうようになったのです。 

も重要なことは、こうばこの活動の中で私自身の再発見ができたことです。私は美月

めぐみさん（現在はこうばこＯＧ）が座長を務めるビューティームーンに入れてもらい、

オリジナルなど、いくつもの作品に出演させていただきました。美月さんは、私の声質や

雰囲気から、子供の役がぴったりだと思ったのでしょう。何度も子役が回ってきました。

その度に私は「あぁまた子役だあ。私だってすてきな大人の人も演じてみたいよう」と思

い、少しいやな気持ちもありました。普段もかなり幼く見られることが多く、それにうん

ざりしていたからかもしれません。 

2000 年 3月「桔梗の娘」竹内智美さん 
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そんな私が子役に目覚めたのは、美月さんオリジ

ナルの「はじめの一歩」という作品に出演したとき

です。これは盲学校の寮生活を経験した美月さん自

身のことをモデルにしている作品です。私は美月さ

んが小学 1 年から 4 年くらいまでのころを演じたこ

とになります。このときは、実際の人物がすぐそば

にいて、大人になったときは本人が演じるというこ

ともあり、かなりプレッシャーを感じながらのスタ

ートとなりました。本人がいるのなら、子供から大

人まで全部自分で演じてくれたらいいのにとも思い

ました。そして美月さんが大人になったときには、

私は美月さんのお友達の子供という役にならなけれ

ばいけないことも、ちょっと複雑な気持ちでした。

なんで子供ばかりやらなきゃならないのと。いろい

ろな想いを抱えながら練習が始まりました。これは

演劇でも実際に普段自分が生活しているように動けばよかったので、動きに関する苦労は

少なかったと思います。 

練習が進むうちに、なぜだか、この役を極めたいという想いがどんどん湧いてきました。 

自分も体験したことのある盲学校の寮生活のことだったので、共感できる部分が多かっ

たからでしょうか。その様子があまりにも自然に描かれていたので、これを多くの人に見

てもらいたいという気持ちも日に日に強くなりました。そして、ほんとうはもっと美月さ

んの子供のころがどんな風だったかを意識して演じなければいけなかったのかもしれませ

んが、すっかりその意識が薄れて、自分の子供のころと重ね合わせて、それを演じてしま

っていたようにも思います。小学 1 年から 4 年までの年の変化による微妙な違いについて

深く考えてみたり、見てくれる人がほんとうの子供だと思ってくれて、子供の成長を感じ

てほしいと、そればかり考えるようになりました。 

このときから私は子役に目覚め、美月さんがその素質を引き出してくれたんだなあと素 

直に思えるようになったのです。子役ならだれにも負けないと言えるくらい研究していき

たいと。「はじめの一歩」は、美月さんの傑作であり、私が子役に目覚めたきっかけともな

り、みんなで真剣に取り組んだ大切な作品です。 

この他にも多くの朗読劇や演劇などを経験し、自己表現することの難しさや楽しさが分

かってきたように思います。そして、 近自分の中でやりたいことが見えてきたような気

がします。 

みんなで一つの作品を作り上げていく楽しさや素晴らしさを感じながらも、何かもっと

深めたいことがあるような気持ちを抱きつつ、それが何なのかしばらく分からずにいまし

た。そんなとき、「ああ、私はまだ座長をやってない」と思い、2008 年の秋公演に向けて

自分の座を作ろうと考えました。作品をいくつか選び、出演してほしいメンバーを考えて、

何人かに声をかけてみました。たまたま声をかけた人たちが都合が悪く、ちょっとしょん

ぼりして、公演に出るのはやめようかとも考えていました。ただ、せっかく何かやろうと

2004 年 4月「初めの一歩」竹内・多田さん
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思ったのだから、メンバーが集まらないからと言って先延ばししていたらまた何もやらな

くなってしまうという気がしたので、それなら一人語りに挑戦してみようと、考えを切り

替えたのです。 

それまでの一人語りの経験は図書館で働いていたころのストーリーテリングや、こうば

この活動の中の子供向けおはなし会での読み聞かせくらいでした。何人かの方に練習に付

き合っていただき、2008 年の秋公演で無事に安房直子さんの「初雪のふる日」の一人語り

を行うことができました。舞台での初めての一人語りは、気を引き締めるためにも、かつ

てナレーションで苦労してやっと何とか手ごたえを感じることができた思い出の安房直子

さんの作品の中から選ぼうと思っていたのです。 

 

４．原点に返って 

物語を 1 人で語ることに興味を持ち、こうばこに入ってからは少しそこから遠ざかって

様々な役を経験し、また一人語りを深めたいと思っているという流れを考えると、なんだ

か面白いものです。一人語りへの取り組みが乗ってきて、図書館などでも何回か語ったり

していた 2009 年の夏、妊娠したことが分かりました。周りの方々は体調を気遣ってくださ

って、なんとなく、こうばこの活動は無理しないでねという雰囲気が感じられました。 

それはもちろん当然のことです。私が逆の立場でも同じようなことを思ったでしょう。 

しかし、私にとって、こうばこのウェイトが大きかっただけに、これまでのように参加

できない、してはいけないのではないかと

いう気持ちになり、かなり寂しさを感じま

した。 

幸い妊娠経過が順調だったため、出産の

1 ヶ月前くらいまで、公演や語りの花束、

図書館での朗読会に出演することができま

した。もちろん、心配してくださった方は

かなり多かったのですが、自分としては経

過が順調なら、あえて普通に生活していた

い、それがきっと体にもいいのではないか

と思ったのです。 

お腹の中で赤ちゃんが成長していくにつれて、自分の気持も落ち着いてきたように思い

ます。語っていても、これまでとは何か違う雰囲気が漂っていることだけは、自分でも感

じ取ることができました。何がどんな風に違うのかを言葉で表すのは、とても難しいので

すが、緊張はあっても気持が舞い上がっていかないとも言えるし、暖かい気持ちで語れる

とも言えるし、でも表現してしまうと何かが違うような・・・。語りというのはそのとき

そのときの自分の状態が、自分の発した言葉や声を通して映し出されるのだということを、

これまで以上にはっきりと実感させられた瞬間でした。どんな時も自分が映し出されてし

まう語りはちょっと怖いなあと思いつつも、そこに一番の魅力を感じる今日このごろです。 

これからも誠実に語りに取り組み、自分磨きにも努めていきたいなあと思っています。 

  

ゆらちゃんに絵本を見せる竹内智美さん 
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■ 会員アンケート特集 

 アンケートで綴る こうばこ１７年 

 

1993 年に発足した こうばこの会も 17才、輝く高校生です。 

会員の皆さんの 思い出と近況を伺いました。 

 

◆長村憲治（なとり じゅん）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  語りをやりたいという友人（元語り

部代表 しぶき としこさん）を 

 サポートしたかったため、こじんまり

とした集まりを自宅で主宰しました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  以前に西荻窪のライブハウスで 

行った 1時間もののオリジナル作品 

かなあ！  

  もう、あんなパワーはありませんが

再演したいかも？ 

 ◇近況 

  近は専ら地元で小学生相手に絵本の読み聞かせをしています。 

 秋には朗読会にも参加してみたいと思っています。ついでに言うと秋の公演向けに久々

に台本を書きました。みなさん、ラポールに一緒に行きましょう！ 

 

◆杢代絵三子（かわい いねこ）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  創設者の一人でした。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  40 を過ぎて、高校時代からあこがれていた 

東京女学館のセーラー服を 

 着る事ができた。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  近ウクレレを習い始めた。 

 

◆永澤美智子（絹田莢香）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  友達がいたから。語り、寸劇を聞いたら 

面白かったから。聞く人として入りました。 

 まさか自分も語るようになるとは‥。 

2000 年 8月「異次元からの招待」高田チェッカーズ 

2006 年 4月 第 40 回公演 杢代さん他 
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 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  札幌の牧場でソフトクリームを食べたこと。すごくおいしかった♪  

 でも公演で何を上演したのかは、すっかり忘れてしまった（汗）。  

 ◇今一番熱中していることは？ 

  今もですが、スポーツ観戦、特に野球、中日ドラゴンズの応援。 

 ◇近況 

  先日、よく行く洋服屋の店員さんに、スマップでは吾朗ちゃんが好きだと言ったらひ

どく驚かれました。周りには いないって。私、変ですか？ 

 

◆大久保利彦さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  こうばこの会結成の翌年、遠藤貞夫さんに誘われて、新宿区の失明者更生館での 

 発表会を聴きに行きました。私は声を出すのは苦手ですが、事務のお手伝いなら 

 できると思いました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  ＬＬカンパニーの「星の王子さま」のプロジェクター操作が完璧にできたこと。 

 実は初期の頃、受付設営と音響を掛け持ちして、ぶっつけ本番で操作したテープが 

 トラぶって、那登里 潤さんの傑作コメディを台無しにしたことがトラウマに 

 なっているので・・。 

 ◇近況 

  明大前の視覚障害者就労生涯学習支援センターで、パソコン講師を務めています。 

 地元の葛飾区でも、シニア向けパソコン講師や、ガイドヘルパーを務めています。 

 これまで、こうばこなどで、年下の友達が多かったのですが、 

 近は年上の友達が沢山になりました。同じ年の友達としては、 

 金沢の高校の同期生 15人ほどと、東中野の居酒屋で時々集まっています。 

 

◆池田陽一さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  平成８年５月、「芦ヶ久保ハイキング、体験ボランティア」に視覚障害者の方のガイド

ヘルプとして参加。その時にこうばこの会からは長村さんや大久保さんなど１０余名が

参加され、帰りは池袋駅近くで杢代さん、永澤さんともお茶をして話し合い、知り合い

になって入会しました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  視覚障害の方、健常者が協働して舞台に立ち、それにサポーターが加わって一体とな

り舞台を盛り上げている。これは毎回新鮮な感動を覚えます。  

 ◇今一番熱中していることは？ 

  逗子にあるデイサービスへ毎週１回出かけて、トランプ遊びの介助ボランティアをし

ています。多くは８０歳から９０歳代のお年寄りがテーブルに集まり、そこで大きなトラ

ンプを配って１時間、七並べなどのトランプを楽しんでもらっています。 
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◆堤 由起子（ショコラ モナカ）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  当時メンバーだった友達に誘われて、方南町のホールで、オリジナルの作品を 

 朗読したのが始まりでした。私は当時、上がり性だったので、初舞台はとても 

 緊張しました。それが今からかれこれ 14 年前のことだなんて、本当に信じられません。 

 それからずっと、こうばこで活動してきました。重ねた公演はいったい幾つだろう？と 

 近思うことしきりですが、これからも細々と活動していきたいと思っています。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  やはり、舞台です。こうばこで行った沢山の舞台の一つ一つに、思い出が沢山 

 残っています。中でも、自分のグループを作って、仲の良い友達と舞台を作れたことは、

とても思い出に残っています。オリジナルの脚本はもちろん、既存の文学作品にまで挑

戦しました。本番までの練習は、仕事をしながらでは大変なこともありましたが、みん

なで作り上げる舞台を終えると、その苦労もすべて吹き飛んでしまいます。 

  ちなみに、朗読したもので一番印象に残っている作品は、大崎梢著『配達あかずきん

 成風堂書店事件メモ』という短編集の中の「6冊目のメッセージ」というお話です。 

この作品は、日常の中にあるちょっとしたエピソードが、ミステリー仕立てで 

書かれています。メンバーの中で本好きな人がいて、彼女が選んだ作品でした。 

私はこの本の中で、本屋さんの店員の役を担当しました。普通の女の子なんです 

けれども、本屋さんで起こったちょっとした事件の謎解きをしていきます。 

この役は本屋さんの店員でもあり、本好きな普通の女の子でもあります。 

 普通の女の子というところは等身大的な役柄なのですが、書店員という仕事は実際には 

 私にはできません。こうやってお芝居の中で自分とちょっぴり違う役になりきることが 

 楽しくて、ずっと この舞台を続けてきたのかもしれません。 

 ◇近況 

  年をとったせいか、少し疲れてきています。中年世代は辛いです。なんて（笑） 

 10 月 23 日の横浜ラポールの舞台に、再び立たせて頂くことになりました。 

 今回は、笑ってください！ 皆さんに笑っていただけるように頑張ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

◆斉藤恵子（妙蓮寺 紫）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  こうばこには確か 1996 年の晩秋くらいに初めてお邪魔しました。記憶間違いが 

なければ、三鷹駅の近くのホールだったと思うのですが、公演後の懇親会に 

2008 年 6月「六冊目のメッセージ」多田・竹内・堤・松居・丸山さん 
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 なぜか紛れ込み、代表の長村さんとお話したのが始まりでしょうか。もともと狭い 

 世界なので、既に知っているお友達もいて、けっこう軽い気持ちでした。 

  初の舞台は宮沢賢治の「よだかの星」。このときから、私の人生は変わって 

 しまったような・・・？ あれからずいぶん年月は経ちましたが、技術の進歩は 

 3 歩進んで 2歩さがるようなものでお恥ずかしい限りです。これからもぼちぼちと 

 続けて行けたらいいなあと思ってます。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  もというのはなかなか難しいところですが、打ち上げなどいろいろと理由を 

 つけてみんなと行った温泉旅行とかでしょうか？ あるときはマージャン講座が 

 開かれちゃったり、大クイズ大会が繰り広げられたり、山梨の名物・ほうとう作り 

 体験でひどい目にあったり、晴眼者一人に視覚障害者 4人などという離れ業に 

 なってしまったり・・・。笑い過ぎて死ぬのではないかと思うほど笑ったり、 

 美味しいものをいっぱい食べたり、とにかく、いろいろな思い出があります。 

 これも公演の（祭り）のために力を合わせてがんばったからこその楽しみだと 

 思っています。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  今はもちろん『綱引き』ですよ（大笑い）。 なぜかということは 10月 23 日に 

 ラポールにきていただければお分かりいただけるはずです。どうか、周りの方 

 10 人でも 20人でもお誘いあわせの上ご来場くださいませ。客席があまり寂しいと、 

 紫がよなよな枕をぬらすことにもなりかねませんので、宜しくお願いいたします。 

  

◆笠原直見さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  経団連のボランティア募集で、緑化事業に興味をもって参加したのですが、 

 そこでこうばこのチラシをもらい、公演に足を運びました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  入会のきっかけの続きになるのですが、初めてみたこうばこの公演で、 

 那登里 潤さんの脚本と、長村さん＆みっちゃんコンビの演技に、 

 ビビビ！ときてしまいました。気づけば会員に・・・ 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  韓流ドラマにはまっています。 近は台湾ドラマにも進出です。 

 それから、たまに子供雑誌の幼稚園川柳に応募したりしています。  

 

◆山崎真理子さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  体験ボランティアで、こうばこの会を知りましたが、 

面白そうな方々なので入会致しました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  聴く舞台というのがとても新鮮でした。 
公演のロビーを飾る山崎さんからの花束 
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 ◇近況 

  今年の酷暑を扇風機で乗り切り、体力に自信が持てました？！  

  土日も勤務が入るようになって、なかなか「こうばこ」の公演に伺えなくて残念です。 

 

◆加藤寛子さん 

◇こうばこ入会のきっかけは？ 

 美月めぐみさんに引きずられて・・・・確か明治生命の

講堂（？）かなんかの公演に行ったのが初めてでした。長

村さんの、はちゃめちゃマッドサイエンティストの 

 お話が楽しかった！ 宮城お母さんの「ういろううり」

だったかな？すごかったのを覚えてます。その後、初台に

ある教会での月例会に通い始めました。 

◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

 う～～ん、いっぱいありますが・・・・ 初めて舞台に

立たせていただいた、「鉄の子守歌」でしょうか。そのお話で、その後ＹＡクラブにお入り

くださった宮坂和樹さん（「鉄の子守歌」の作者）と知り合いましたし、ある大学の 

 卒業制作として、本格的なスタジオでの録音、という経験もさせていただきました。 

 ま、その時の録音はＣＤドラマになるというお話でしたが、その後、なしのつぶてに 

 なってしまったのは寂しいことでしたが・・・ 

◇今一番熱中していることは？ 

いっぱいありまして・・・・ 「おひさま文庫」の活動の一環として、人形劇「カス

パーシアター」の活動でしょうか。この人形劇には夫も肩入れしてくれており、「活動」

というより、「趣味」として楽しんでいます。あとは、「バリアフリー読書サークルＹＡ

クラブ」の活動ですね。現在、今までのテープ図書からデイジー図書への変換作業に追

われています。朗読の依頼をしたり、貸出返却作業をしたり、デイジー編集をしたり、 

けっこう楽しんで事務作業を進めています。もうひとつ、庭いじりと畑仕事も、おおい

に楽しんでます。先日蒔いた大根、ルッコラ、など、双葉が出てきてかわいいですよ！ 

 

◆前田美代（柘植 美野和）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  今は、やめてしまっていますが、美月さんに誘ってもらいました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  料理祭り。 

 ◇近況 

  現在幾つかの図書館から朗読会のお話をいただき、その中の三つの図書館の 

 連絡役を担当しています。図書館での朗読会は小規模なものですが、誰に出てもらうか

などの交渉や調整を 含めて、私はなかなか面白い体験をさせてもらっています。ＭＬ

に案内を上げていますので、申し込んでいただくなど面倒なこともありますが、皆さん

是非聞きにきてみて下さいませ。 

2009 年 4月公演 加藤さん 
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◆丸山訓英（もんじゃ くりーむ）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  10 年ほど前に見に行った公演の打ち上げに参加した時に誘われたため。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  過去の話になってしまいますが、2002 年くらいに「くもの糸」を定期公演で 

 永澤さんと二人で朗読しました。じっくりと作品を朗読した、あの舞台は、 

 一番よかったなあと思っています。 

 ◇近況 

  子供の前で次回公演の練習をし

ていたら「パパ変！」といわれまし

た。 練習していたのは、「野菜のこ

とは野菜に聞いてみないと・・・・」

などと野菜のことばかり考えている

脱サラしたおじさんの役だったので

当然かもしれませんが。 

 

◆竹内 智美さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  既にこうばこで活動していた堤

さんや斉藤さんに誘ってもらい、 

 「ちょっとやってみようかなあ」と軽い気持ちで入りました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  公演に出た中で、いくつか印象深いことがあります。その中でもやはり初舞台は、 

かなりインパクトが強いですねえ。長村さんが書いてくださった作品で、私は気がふれ 

たフリをするお姫様役を演じました。着物を着てるのに踊ってしまったり、変なことを 

叫んだり・・・。今から思うと必死だったけれど、それが楽しかったなあと思います。 

 またあんな、はじけたことしてみたいなあ！  

 ◇近況 

  今年の 3月 31 日に女の子を出産しました。なので、必然的に身も心も子育てに熱中 

させられてるっていう感じです。私に似たためか、かなり小さく生まれたので、3ヶ月 

過ぎくらいまでは、とにかく大きくなってほしいと、授乳に必死でした。 

  今は少しずつ絵本の読み聞かせをやってみたり、あやして反応を楽しんでみたり、 

ほんのちょっとだけゆとりが出てきたかもしれません。でも、これから離乳食が 

始まったり、寝返りや這い這いが始まって目が離せなくなったりと、また奮闘の日々に 

なりそうです。 

  ふしぎなのは、あれだけ酒豪を自慢していた私が、もう 1年以上 1滴も飲んで 

なくても、なんとも思わないこと！ べつにがまんしてるわけじゃないですよ（笑)。 

 授乳が終わったらまた飲みにいきたいので、誘ってくださあい♪ 

 でも、かなり弱くなってたらどうしよう・・・。  

2002 年 4月 「蜘蛛の糸」永澤美智子・丸山訓英さん 
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◆高田麻美さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  1996 年、赤十字の某奉仕団で、長村さん・杢代さん両名と運命の出会いをする。 

  改めて思い出すと 10年以上前になるのですね。あの頃は、みんな若かったわね。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  いっぱいありすぎて指が足りません。 

 公演はもちろんですがお芝居を見に行ったり、旅行に行ったり、よく遊びましたね。 

 歩行中、話に夢中で障害物にぶつけたこともありますね。ごめんなさい。 

  ともかくみんなパワフルで、エネルギーをもらったり吸われたり・・・様子をみたり。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  秋になると新作のチョコレートが沢山でてくるので、食べ比べ中。 

 お薦めのものありませんか？ 

 

◆戸枝 明さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  会員の高田まみ様から 「こうばこの会」の紹介があったこと。 

 （私と高田さんは 赤十字語学奉仕団に同時期に入団しました。） 

 長村さんと杢代さんが赤十字語学奉仕団の団員であったこと。 

 何年前か不明ですが、当時 私が主催していた異業種交流会に、 

 講師として長村さんに出席いただいたこと。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  公演をみて、皆様の朗読の声・姿・態度、また、 

公演を支える方々の熱心な姿に感銘を受けています。 

 ◇近況 

  なかなか公演を見に行く機会がないのですが、 

 いつか機会があれば、見に行きたいと思っています。 

  

◆多田香織（たらこ）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  バリアフリー読書サークル「ＹＡクラブ」入会するにあたって、 

 めーたんに会ってみたいなあ思って稽古を見学に行きました。 

 そのあとで「出てみれば？」と誘ってもらいました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  突然見学にいったとき、全員が点字使用者だったため読める台本(墨字）がなく、 

 「字が読めるって不便！」と感じた自分がいたこと。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  読書、飲み歩き（ベルギービールまたは日本の地ビール、焼酎） 
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◆南波祐子（あかつき えにし）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  会社で偶然、長村代表の奥さんになる人と知り合う。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  1 つ 1つ印象深いことばかりですが、やはり自分のカンパニーというものを作り、 

 お話を舞台にあげられたことかな。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  クラシック・ギターを習い始めて 1年くらいたちました。 

まだちっとも上手じゃないけれど、 楽しくやっています。 

 

◆番場祐子さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  南波祐子さんのお誘い。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  皆さんなんだか凄い！ 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  ディズニー通い、習い事。 

 

◆醤野（旧姓：坂本）晴代さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  堤 由起子さんが参加されていて、おもしろそうだったので紹介していただきました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  練習。仕事の後や休日に、週 3回ぐらい集まって練習していた情熱が、 

 今から思うとすごいです。きっと気の合う仲間だったからだったからでしょうね。 

 大人になってこんなに仲良くなる友人が出来るとは、思っていませんでした。 

 ◇近況と今一番熱中していること 

  結婚しまして、4月に赤ちゃんが産まれます。 

 はまっていることは、会社の帰りに職場近くの荻窪で麺類のお店を食べ歩くこと。 

 つわりのため 近ほとんど料理をしていません(>_<) 麺類なら、するする食べられる 

ので。 赤ちゃんの栄養のため、早く自炊に戻らなければと思っているのですが・・・。 

 

◆中村晴信（はるのぶ）さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  バリアフリー読書サークル・ＹＡクラブに入会したら、 

 こうばこに入っている人もたくさんいて、 

 誘われて公演を観に行って、そのままずるずると・・・？ 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  魅力的な方が、魅力的なお芝居を魅せて下さいます。 

 リハーサルと本番で一日かかって、いつもご苦労様です。 

2006 年 10 月 リハ 南波・番場さん
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 ◇今一番熱中していることは？ 

  熱中（？）してるのは、ガンダム全般と、妖怪全般。 

（「女性全般にも熱中してるだろ」という声もチラホラと・・・） 

 現在、ぬらりくらりと生きようと修行中（笑） 

 近、きっちゃん先生のギター教室に通い始めました。 

 

◆浜島祐輔さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  大久保先生から「語りの花束」へのご招待メールをいただいたのがきっかけです。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  同じ視覚障害者が点字本をみながらも、晴眼者なみに一生懸命に感情をこめて 

 朗読しているのを拝聴して、いつも感動と元気をいただいております。 

 その朗読により毎回心が和んできたり、感激してみたり、涙したりと、 

 いつしか快い気持ちになっています。 

 ◇近況 

  不覚にも先月末と今月になっての転倒事故、2回も思いっきり痛い思いをして 

 しまいました。一度目は、階段の 2段踏み外し、次は、タクシー降車直後の路上での 

 転倒でした。皆様もお足元には、くれぐれもご注意ください。 

  先週から仕事の合間に、少し熱中しようかなーと思って、 

 視覚障害者情報総合ネットワーク「サビエ」という、 

 パソコンで全国のデイジー図書閲覧や読書ができるシステムの学習を始めました。 

 

◆大小島 健さん 

 ◇こうばこ入会のきっかけは？ 

  わたしが入会している視覚障害者のパソコン団体に、こうばこのメンバーも 

 入会していて、その人の紹介で入会しました。 

 ◇こうばこの活動で も印象深いことは？ 

  やはり人間の声の美しさを再認識したことでしょう。 

 障害者でも、健常者に良い影響をたくさん与えて感動させることが可能であることも 

 深く理解できたと思います。 

  こうばこで朗読を聞いていて、小学生のとき生活していた施設で、 

 夜寝る前になると保母さんに本を読んでもらったことを思い出しました。 

 こどもは大人に本を読んでもらうことが好きですが、人の声の暖かさや優しさを 

 求めてのことだと思いました。録音では決して復元できない人のぬくもりを感じます。 

 ◇今一番熱中していることは？ 

  おいしいものを食べること。特に玉子焼きの作り方を試行錯誤しています。 

 自分では焼けませんが、玉子の分量と、しょうゆ・みりん・だし汁などを調合して、 

 ヘルパーの来てくれるたびに作ってもらいます。  
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■ 写真特集 

 最近の活動アルバム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2010 年 6月 戸山図書館 朗読会 

2009 年 9月 町屋 ムーブホール 第 45回チャリティ公演 フィナーレで挨拶する松田奈穂美さん 

2009 年 4月 障害者福祉会館 第 44回公演 2009 年 9月 障害者福祉会館 カレー祭り 

2010 年 2月 荻窪 語りの花束 フィナーレ 
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■ 定期総会報告  事務局 大久保利彦 

 定期総会のご報告 

 

こうばこの会の本年度定期総会が、7月 11日に東京都障害者福祉会館で開催されました。 

 有料会員制度と活動内容や会員サービスとのバランスについて問題が提起され、出席会

員の皆様の熱い議論の結果、来年度より年会費を一口１０００円に変更することになって、

会則の改正が決議されました。 

 

こうばこの会 ２０１０年度 定期総会議事録 

１．日時・会場・出席者 

 ◇日時・会場：２０１０年７月１１日 港区 東京都障害者福祉会館 

 ◇議決権保有者総数：４０、定足数：１４、出席数：１８、委任状：１２により総会成立 

２．２００９年度 主要活動報告を承認 

 (1) 運営 

 ◇７月１１日 ２００９年定期総会 港区 東京都障害者福祉会館 

 (2) 公演・発表会・協力出演 

 ◇９月１９日 ２００９年秋季チャリティ公演（第４５回公演） 

         荒川区 町屋ムーブホールにて 

 ◇２月 ６日 ミニ公演 語りの花束 Vol.6 杉並区 悠美にて 

 ◇５月２９日 ２０１０年春季チャリティ公演（第４６回公演） 

         港区 東京都障害者福祉会館にて 

 ◇６月１６日 大和市 聖セシリア女子短大「ぼらんてぃあフェスタ」に協力出演 

 ◇えにしの緩い朗読会 港区 東京都障害者福祉会館 

 ◇絵本とお話の会 協力出演 杉並区 阿佐ヶ谷地域区民センター 

 ◇協力出演 新宿区 戸山図書館 

 ◇協力出演 杉並区 成田図書館 

 ◇協力出演 府中市 府中図書館 

 ◇慰問公演 杉並区 老人ホーム、デイケアセンター他 

 ◇「ジャンボ」チャリティーライブに協力出演 

 

(3) バリアフリー啓発活動・親睦活動・広報活動 

 ◇９月 ５日 「カレーまつり」 港区 東京都障害者福祉会館 

 ◇１２月２７日 「チーズまつり」 港区 東京都障害者福祉会館 

 ◇５月 ４日 「ハム・ソーセージまつり」 港区 東京都障害者福祉会館 

 ◇招待公演参加 トヨタロビーコンサート他 

 

(4) チャリティ活動 

 ◇ベトナムの子どもの家を支える会へ２万円を寄付  
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３．２００９年度 決算報告を承認 

■平成２１年度収支報告 

収入の部 金額 備考 

H２０年度繰越金 407,028   

会費 105,000   

郵便貯金利子 56   

秋期公演（ムーブ町屋）収益 106,500   

春期公演（田町）収益 18,896   

語りの花束収益 36,598   

lose rosa reading 寄付 576   

謝礼 1,000 聖セシリア 

収入合計① ¥675,654   

    

支出の部   備考 

秋期公演（ムーブ町屋）支出 156,156   

春期公演（田町）支出 12,802   

語りの花束支出 31,570   

一般事務費 1,310 会合、文具、雑費 

一般通信費 880 公演以外通信費 

行動費・謝礼金など 0   

ホームページ維持費 0   

寄付・社会貢献 20,000 ベトナム子どもの家を支えるへ 

支出合計② ¥222,718   

    

収支（①-②） ¥452,936   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

寄付金内訳 金額 

秋期公演（ムーブ町屋） 5,500 

春期公演（田町） 18,896 

lose rosa reading 576 

合計 24,972 

会費内訳 金額 

一般会員（＠3000×33） 99,000

家族会員（＠2000×3） 6,000

合計 105,000

公演収支 収入 支出 収支 

秋期公演（ムーブ町屋） 106,500 156,156 -49,656

春期公演（田町） 18,896 12,802 6,094

語りの花束 36,598 31,570 5,028

合計 161,994 200,528 -38,534
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■平成２１年度監査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．会則を改正 

■改正内容 

 第１６条の個人会費年額を、２０１０年度までは 3,000 円、 

２０１１年度会計から一口 1,000 円に変更する。 

 また、家族会員や団体会員の規定を削除する。 

（改正理由：活動内容や会員サービスとのバランスをとるため。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 編集後記 

皆様、こんにちは。会報担当の大久保です。「こうばこ通信 第 23 号」、皆様の熱い声援

を受けて、2 年ぶりに発行にこぎつけました。竹内さんの素敵なエッセイと、会員の皆様の

アンケートで綴った「こうばこ 17年」の歩みを、お楽しみ頂けたことと思います。 

 

悲しいお報せをひとつ。こうばこの会の会員として、謡曲をご指導下さり、舞台上演を実

現して下さった橋本美保（よしやす）先生が、７月１０日に８９才にて永眠なさいました。

ご冥福を心からお祈り申し上げます。 

 

嬉しいお報せも沢山あります。竹内智美さん、寺沢光美さんに続いて、 

醤野（旧姓：坂本）晴代さんも、来春にはママになる予定です。 

 

10月23日(土)午後2時から横浜ラポールで行われる芸術市場「ザ・エンターティナー2010」

協力出演の形で、こうばこの会 第 47 回 定期公演が開催されます。劇場のキャパは 

たっぷりありますので、皆様お誘い合わせの上、ご来場下さい。 

 

好評のうちに第 7回を迎える「語りの花束」は、来年 1月 22 日(土曜)に、荻窪の 

ギャラリー「遊美」で開催されます。昼の部は午後 2時から、夜の部は 5時から開演の 

予定です。皆様、どうぞお楽しみに。 

 

2005 年以降のステージ写真は、青木由希子さんに撮影して頂きました。 


