
 

 

 

 

TOBU-GEKIJOU (Flying Theater) 

 

 

【vol.26『正しい街』東京公演企画書】 

【作/演出、泊篤志並びに劇団プロフィール】 
 

 

 

 

 

 

2006 年 9 月 22～24 日 北九州芸術劇場 小劇場 

2006 年 10 月 7・8日 西鉄ホール 

 

2007 年 2 月 10・11 日  

にしすがも創造舎特設劇場 

東京国際芸術祭 2007 参加作品 

 

 

 

 

問い合わせ 

TEL/FAX：０９３－３７２－０２９９ 

info@tobugeki.com 

〒800-0033 北九州市門司区大里桃山町 2-30 

http://www.tobugeki.com 



 

公演内容 

 

正しくあろうとした人々が居た。それは難しいことだった。 

モラルが崩壊し、宗教や法律も無力だった。 

「地図を作りに来た」という女が現れる。 

警鐘を鳴らしに来たのか、破壊しに来たのか、 

救済に来たのか・・・。 

 

観客に囲まれ、隠れようのない役者。 

舞台から余計な物を極力排し、シンプルな囲み舞台で芝居に挑む。 

通常語られることのないト書きを、語られることを前提に書き、 

通常の芝居部分とト書き語りの融合による 

ダイナミックなストーリー展開、舞台空間作りを試みる。 

物語を「語る」こと、感情を「描く」ことを徹底的に突き詰め、 

これまでの『飛ぶ劇場』をイメージを覆す 

挑戦的な新作です。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

『正しい街』についての幾つかのメモ 

泊篤志 

 

ただもう芝居を作るのみ 

戯曲を書く、ということは「世に問う」作業だと思っている。 

私は今世界をこういうふうに見ていますが、あなたはどうですか？という問いだ。 

それはとても私的な事を書く場合も社会的なテーマで書く場合も同じで。 

この物語には様々なモチーフが登場する。 

宗教とは？正しいとは？本能とは？集団とは？ 

しかし自分が何故このような物語を書いているのかは分からない。 

 

『正しい街』というタイトルについて 

これは椎名林檎の曲からタイトルを頂いてしまった。 

（＊ちなみに過去の「ジ エンド オブ エイジア」「機械が見れる夢が欲しい」「ミモココロ

モ」なども既成曲から拝借しているんですが･･･） 

しかし椎名林檎の歌の内容とはほとんど関係ない。 

考えていた物語のタイトルにこの『正しい街』がピタリとはまった、そんな感じ。 

私はこの世に絶対的に「正しい」ことなど無いと思っている。 

しかし我々は皆、各々がある程度自分の事を「正しい」と信じて生きている。 

もしくは正しくありたいと思って生きている。 

但し、人によって「正義」の尺度は違うので、人が複数人集まると決まって諍いが起こる。 

それは、夫婦でも家族でも職場でも劇団でも国家でも国家間でも。 

 
にしすがも創造舎と飯根戸

上演会場は、悩んだ末「にしすがも創造舎」を選んだ。 

下界と隔絶し、山中に隠遁している人々の話には似合うと思ったのだ。 

雑踏の喧騒から少し離れた、かつては学び舎だった会場が、劇中の集団「飯
めし

根
ね

戸
ど

サンジョ

アン会」の集会所となるのだ。 

街に馴染めず下界から逃げてきた使徒たちが集まってくる・・・。 

東京公演は、そんな特別の場所になるのではないかと思っている。 

 

とあるキリスト教集団の話にした 

何故キリスト教なのか？という問いには、「幼少の頃、自分自身がクリスチャンだったから」

と答えるしかない。集団の話にしたいと思った時に、極力無理のある人々がいいなと思い、

だったら宗教だ、と。ならば経験上比較的詳しいキリスト教が良いであろうとなった。 

２０数年ぶりに聖書に向かってみる作業はとても刺激的で楽しかった。幼少の頃には見え

なかった宗教としての事情も見えてきて面白かった。劇中ではやや歪んだキリスト教とし

て登場するのだが、その辺の描写については、生月島に今も生きる隠れキリシタンの方々

との出会いや遠藤周作の著作に大いに触発された。 

 



 

集団の形成についての話 

夫婦なり家族なり職場なり劇団なり国家なり国家間なり。 

我々は大なり小なり何らかの集団に属している。 

そこでは常日頃から諍いが起こり、それを乗り越えようとし、何とかなったりならなかっ

たり、幸せだったりしながら我々は生きている。 

『正しい街』は、正しく生きたいと願い、そうはなれない「とある集団を形成する」人た

ちの物語だ。それは今も何らかの集団に属し、幸せになりたいともがいている我らの物語

にもなるのではないか、と思う。 

 

 

劇評 

正義の欺瞞を突く、「時代への挑戦状」 

北九州市の劇団「飛ぶ劇場」の二年ぶりの新作『正しい街』は泊篤志からの挑戦状である。

正しいとは、信仰とは、欲望とは、正義とはいったい何かという人間の根源を巡る「問い」

を私たちに真っすぐ、静かに突きつける。（中略）私たちは「正しく」あろうと、日々を

生きている。だが、欲望におぼれることもあれば、人には絶対に言えない悪意が顔をのぞ

かせることもある。登場人物のひと言ひと言が、私たちの心の深層へと潜り込んでくる。

観客を「街」へと誘い込む仕掛けも凝っている。ファッションショーを思わせる舞台を客

席が取り囲み、観客は街の一住民として、使徒たちを見つめる。リーディング（朗読劇）

の手法を取り入れ、ト書きを役者が読む試みは、テレビゲームのロールプレイングゲーム

（RPG）を思わせた。使徒が女を連れて街を案内する場面は、RPG そのものであり、かつて

ゲーム制作の仕事に携わった泊ならではの、セルフパロディー的演出にも思えた。（中略）

『正しい街』は人間の矛盾を、正義の欺瞞を突いた、今の時代への「挑戦状」である。 

（「西日本新聞」2006 年 10 月 5 日・夕刊 塚崎謙太郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
会場・日程 

東京公演 
会場：にしすがも創造舎特設劇場(東京国際芸術祭出品作品) 
日時：2月 10 日（土）19:00★ 

2 月 11 日（日）14:00 

（開場は開演の 30 分前） 

★ ＝終演後、ポストパフォーマンストークを実施 

ゲストは北九州市出身で映画監督の青山真治氏 

 

 

チケット料金 

一般 3000 円・学生 2000 円 
＊ 日時指定・全席自由 

 

 

チケット発売日 

１２月２０日（水） 
 
 
チケット取扱い 

○ チケットぴあ  

TEL 0570-02-9999（音声自動認識） TEL 0570-02-9888 

P コード 373-630 

  ○ e＋（イープラス） 

     http//eplus.jp/（web/携帯） 

 

 

問い合わせ先 

TEL/FAX：093-372-0299 

info@tobugeki.com 

〒800-0033   北九州市門司区大里桃山町 2-30 

http://www.tobugeki.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

キャスト 

 

権藤昌弘  内山ナオミ  藤尾加代子 

寺田剛史  有門正太郎  門司智美 

木村健二  内田ゆみ  鵜飼秋子 

宗像秀幸  葉山太司  加賀田浩二 

大畑佳子  宗真樹子(劇団きらら) 

 

スタッフ 

 

作・演出 / 泊篤志 

舞台監督 /  有門正太郎 

照明 /  乳原一美 

音響 /  杉山聡 

衣裳 / 内山ナオミ(工房 MOMO) 

音楽 /  泊達夫 

web /  中安翌・藤原達郎 

宣伝美術 /  トミタユキコ（ec ADHOC） 

制作 / 北村功治 



 

飛ぶ劇場、劇団紹介 

 

1987 年により北九州の大学演劇ＯＢ等により結成。結成当初は公演ごとにキャスト、スタ

ッフが入れ替るユニット色の強い集団であった。93 年に現代表の泊篤志が東京からＵター

ンし、作･演出として泊が劇団の方向性の舵取りを始める。以降、劇団としての積極的な舞

台活動を行う為、固定メンバーによる公演、オーディションによる新人の発掘を行う。95
年に泊が正式に劇団代表を引継ぎ、現体制の飛ぶ劇場がスタート。北九州市を本拠地に、

積極的にツアーを行い東京はもとより全国へ出向いている。 

'97 年、泊篤志が作品『生態系カズクン』で第３回日本劇作家協会新人戯曲賞を受賞。又、

2000 年には作品『ＩＲＯＮ』が第４４回岸田國士戯曲賞の 終候補作となる。（『ＩＲＯＮ』

より、ツアー演目については動員 1000 人を越え続けている。） 

近年の公演実績は、2003 年、『生態系カズクン』（再演）と『カズクン、旅に出る』（新作）

の二本立て公演（北九州・長崎・東京）。 

2004 年、『Red Room Radio』（福岡・北九州・宮崎・東京）。そして 2005 年には北九州芸術

劇場との共同製作で全国 6 箇所（北九州、福岡、伊丹、松本、熊本、東京）公演を敢行し

高い評価を得た。 

日常の機微を淡々と描く戯曲と、方言や外国語など言葉へのこだわり、歌や舞踊での「祝

祭」の高揚感を重視した演出を展開している。 
2006 年度より、劇団内の新しいクリエーターの育成として劇団内ユニットを奨励。これに

より、鵜飼秋子（「かごめかごめ」で日本劇作家協会 2005 熊本大会、短編戯曲賞受賞）が

立ち上げた「さかな公団」と北村功治と中安翌が立ち上げた映像パフォーマンスユニット

「北中」が tobugeki-union（劇団内ユニットの総称）として産声を上げた。 
 
舞台芸術を通じて社会との繋がりを密接に行う事を活動意義のひとつとして考える『飛ぶ

劇場』は、社会や人を豊かにする質の高い作品創りを目標とし、社会や人を豊かに出来う

る作品を、北九州からアジア、世界へ発信することの出来る舞台芸術集団を目指している。 

 

劇団員の構成 

 

現在 22～41 歳の、男性 13 人・女性 8人。 

劇団員に加え、作品毎に客演を交えてキャストを構成することもある。 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

泊 篤志（とまり あつし）のプロフィール 

 
1987 年 4 月～ 北九州大学在学中、演劇研究会で上演作品の執筆・演出を担当。 

1991 年 4 月  大学卒業後、㈱セガ・エンタープライゼス 

に入社。 

       約 2 年間、ＴＶゲームのシナリオ等の仕事 

に就く。 

1993 年 7 月  北九州市にＵターン、『飛ぶ劇場』に復帰し、 

以来、脚本・演出を担当。 

1995 年 12 月  劇団代表を引継ぐ。 

1997 年 7 月 『生態系カズクン』作・演出  

      (同 12 月、第 3回日本劇作家協会 

新人戯曲賞受賞) 

1999 年 10 月 『ＩＲＯＮ』作・演出             【代表 泊篤志 近影】 

      (同 12 月、第 44 回岸田國士戯曲賞 終候補作ノミネート) 

2002 年 5 月 『ミモココロモ』作・演出 

2005 年 12 月 北九州市民文化奨励賞受賞 

2003 年 11 月 北九州芸術劇場プロデュース『大砲の家』（演出・内藤裕敬）戯曲 

2004 年 11 月 第 19 回国民文化祭・ふくおか 2004 閉会式音楽劇『エターナリー』（総合演

出・横内謙介）戯曲 

2005 年 5 月 創作ネットワーク委員会＋Ort-d.d プロデュース『昏睡』（作・永山智行）の

短編 1本に演出参加 

2005 年 7 月 イムズ＋ピクニックプレゼンツ『東京物語』（作・竹内銃一郎）演出 

2005 年 9 月 北九州芸術劇場×飛ぶ劇場共同製作『ＩＲＯＮ』 作・演出   

現在、北九州芸術劇場 学芸係ディレクターとして勤務。 

また各地で戯曲講座講師やワークショップ講師、演出など様々な活動を展開している 

 

 

 

 

 

 

 

 



飛ぶ劇場の活動理念 

飛ぶ劇場は「舞台芸術」を通じて、社会との繋がりを密接に行うことを活動理念の一つ

として創作活動を行ってきました。そもそも「芸術」は必要なのか？こういった議論に対

して私達、創作活動に携わる人間は堂々と「YES」と答えなくてはいけません。それが創作

活動に携わる人間としての 低限の責任やプライドだと感じているからです。 

では、何故「芸術」は必要なのか？いろいろな言い方があるとは思いますが、一言で言

い表せば「豊かさ」だと思うのです。少し前の話にはなりますが、バブル～バブル崩壊ま

での時代、日本全土で金余りの現象が起きました。余った資金の行き先はありとあらゆる

ところに流れ、文化事業に対しても余った資金を見境無く投入しました。助成金の額は増

え、海外の有名なアーティストも数多く招聘された華やかな時代でした。 

私達は思うのです、「あの時の華やかさはなんだったのか？」そして「はたして豊かだっ

たのか？」と。あの時代の後、日本は長い不景気というトンネルに突入していきます。景

気が後退すれば企業はあらゆる面で資金の引き締めにかかります、その代表的な引き締め

方法の一つが「芸術活動に対する資金援助の縮小・廃止」でした。潤沢な資金援助の下、

庇護されていた芸術団体はその後、衰退の一途をたどります。そして芸術団体が減り公演

回数が減り、全国の劇場・ホールが数多く閉館していきました。 

そんな中、飛ぶ劇場はバブル絶頂期に北九州大学の OB を中心として 1987 年に結成され

ました。結成当初はユニット色が強く、公演ごとにスタッフ・キャストの代わる集団でし

たが現代表の泊篤志が 1997 年に代表に就いた頃を契機として劇団の方向性が様変わりしま

した。固定メンバーでの公演、オーディションによる新人の発掘、地元(北九州)以外の地

域での公演などを積極的に行うことにより北九州から全国に飛ぶ劇場の演劇を発信してい

くことを劇団活動の主眼として行ってきました。 

このような活動の下、飛ぶ劇場の舞台芸術活動は徐々に認知されるようになりました。 

ここでもう一度、自分達に問います、「舞台芸術は必要なのか？」と。やはり答えは「YES」

なのです。景気は回復の兆しを見せています、ひょっとするとバブルがもう一度やってく

るかも知れません、余った資金が私達の目の前を通っていくかもしれません。バブルはや

ってこなくとも今よりも創作活動が行いやすい世の中になるかもしれません。反対に芸術

そのものを否定しかねない世の中になっているかもしれません。ただこの先どのような状

況になろうとも、あの時の失敗は起こしてはならないのです。 

では、私達は芸術の必要性をどのようにして問うのか？やはり、上質の舞台を作り続け

ていき、その上でより多くの人に観ていただくことではないのでしょうか。その為には上

質の舞台を提供する劇団(ソフト)とそれを受け入れる劇場(ハード)の密接な繋がりは必要

不可欠な関係となるでしょう。 

飛ぶ劇場はこの先も北九州という地方都市から舞台芸術を創り発信していくことを誇り

に思い活動を続けていきます。少し華やかさには欠けるかもしれませんが、地に足を付け、

外的な要因にもブレないどっしりとした活動をしていく。時間は少々かかりますが地方で

の創作活動を行う意義、良さ、醍醐味とは、都会には到底出来ない息遣いで舞台を作り続

けることだと思うのです。 

このような活動理念を持って創られた舞台を沢山の方々に観てもらうことこそが「繋が

り」と「豊かさを」もたらすと信じています。 
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