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みんなでつくり、ひろがっていく
＿ ”えんげきの広場 ”「ほうかごシアター」
今や、たちかわ創造舎の代名詞的なイベントとも言える「ほうかごシアタ

うかごシアターは進化し続けています。次はどんな仕掛けでびっくりさせよ

ー」。記念すべき第 1 回目は 2016 年 6 月 15 日、演目は『ヴェニスの

うかと考えています。ご期待ください！」

商人』でした。20 年 11 月までに 46 回、25 演目（オンライン開催含む）

イクラこと岩倉真彩が選ぶ「ほうかごシアター」は ?

を上演、その一つ一つに笑いあり、涙あり、ハプニングありと、いろいろ

＿ 18 年 1 月 23 日に上演した 『雪の女王』

なエピソードが詰まっています。ということで！出演俳優に思い出深い作

「本番前日に、まさかの大雪が降る！という出来事がありました。当日、

品を聞いてみました！！

雪が積って足元の悪い中、たちかわ創造舎まで足を運んでいただき…

タイラーこと平佐喜子が選ぶ「ほうかごシアター」は？

ほんとうにありがとうございました！おはなし通りのような雪景色の中、会

＿ 20 年 8 月 28 日に上演した『かいじん二十面相からの挑戦』

場にいる全員でご一緒できたあたたかい時間が、とても印象に残ってい

「新型コロナウイルス感染症対策を練りに練っての、半年ぶりのリアル上
SUPPORT PROGRAM

ます」

演でした。当日、たくさんのお客さんの顔を見て本当に嬉しかった！エア

これからも、「ほうかごシアター」がつくり出す “ えんげきの広場 ” に集ま

コンを入れても換気をしているとドンドン気温が上昇する体育館で、お客

る一人一人の思い出に残るような作品をお届けしていきますので、応援

観劇の機会を一人でも多くの方に届ける

さんも私達も汗だくに…。帰り際、遠くから大きく手を振りながら、頑張

をお願いいたします！

ために、これからも低価格で「ほうかご

ってください！と呼びかけてくれて、思わず舞台裏で声を上げて泣いてし

あしながサポート
DETAIL

シアター」を開催できるよう、皆さまから
のご支援をお願いいたします。

まいました」

※詳しくは HP をご覧ください。

こばじぃこと小林至が選ぶ 「ほうかごシアター」は ?
＿ 16 年 7 月 13・29 日に上演した 『星の王子さま』
「記念すべき私こばじぃ作成のバルーンアート小道具が初登場した作
品！バラとキツネを作りましたね。この頃はまだシンプルな作風でしたが、
どんどんバルーンは大きくなり、衣装や舞台装置も豪華になっていき、ほ
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TITLE

ほうかごシアター『雪の女王』
DETAIL

日程：2021 年 1 月 30 日（土）11:00 〜
会場：たちかわ創造舎・体育館
出演：Theatre Ort

自転車に乗ったままドリブル＆シュート！
サイクルサッカーの魅力とは？

たちかわ創造舎の体育館では、自転車に乗ったまま車輪でボールをドリブルしたり、シュートを決めたり、ちょっと変
わった競技が行われています。ドイツを中心にヨーロッパで人気のスポーツ「サイクルサッカー」です。
日本の競技人口は 500 人程度ですが、“ 自転車の格闘技 ”と言われるほど迫力があるため、テレビや新聞に取り上
げられることも多く、注目されているスポーツです。
日本代表として世界選手権に何度も出場し、東京初の地域型クラブ「たちかわサイクルサッカークラブ」を立ち上げ
た松田鋼さんに、その魅力を聞いてみました。

「サイクルサッカーは世界選手権を開催する国際自転車競技連合（UCI）の正式種目です。この競技の楽しさは、な

TITLE

たちかわサイクルサッカークラブ

んと言っても車輪で打つシュート！そして、自転車に乗ったままゴール前でシュートを防ぐキーパーのポジションです。

DETAIL

2 人１チームでゴールを競うので、パートナーとの連携がとても重要になります。このクラブで 3 年前に競技を始めた

練習日時：毎週木曜日 19:00 ～ 21:45 ／隔週土・日曜日 17:30 ～ 21:45
メンバー募集中！見学も随時受付ています。下記サイトからお申込みください。

高校生達が将来の日本代表として有力視されているように、数年で世界戦デビューも夢ではありません。」

https://komunich.wixsite.com/tachikawa

百聞は一見に如かず。たちかわサイクルサッカークラブの練習を見学して、その魅力をぜひ実感してください！

YouTube｜たちかわ創造舎チャンネル

あつまれ！えんげきの広場

https://tachikawa-sozosha.jp/

4 コマ

そ〜
〜ぞ〜
〜しゃくんが行く！！
Go Go Sozo-sha kun
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実は…この作品のロケ地にもなっていました！
映画、ドラマ、CM、ミュージックビデオなどなど、年間約 150 本以上のロケ地となっているたちかわ創造舎。
どんな作品に登場していたのか、ほんの一部ですがご紹介しちゃいます！―

映画では今年の東京国際映画祭・特別招待作品に選出された「滑走路」

映画「スーパーミキンコリニスタ」撮影風景

の撮影や、当初、自主制作映画として創造舎で撮影した作品「スーパ
ーミキンコリニスタ」が、都内映画館で一般公開！という嬉しいニュース
も届きました。
テレビ番組では「特捜９」
「刑事 7 人」
「捜査一課長」
「全身刑事」と刑
事モノのドラマ撮影や、
「スカッとジャパン」などのバラエティ番組と多種
多彩な撮影が行われました。
また、映像業界を目指す若手を応援！ということで、学生映画も受け入
れており、日本映画大学や武蔵野美術大学の学生達も撮影にやって来
ました。

廊下で監督がモニターチェック！

屋内だけでなく、校庭、正門などの屋外での撮影時には、近隣の地域
の方々にご迷惑をおかけすることもありますが、皆さんのご協力のおか
げで、ここ、たちかわ創造舎で良い作品がたくさん作られています。

職員室での撮影風景

シェア・オフィス・メンバー

News

鮭スペアレ

Chalk2U

劇団員とゲスト俳優による、シェイクスピア作「リチャード三世」の

ららぽーと立川立飛のチョークアート講座は満席！ありがとうござい

全文朗読を無料配信中です。坪内逍遥訳による言葉の響きと、シェ

ます。ハンドレタリング は 1 月にスタートアップ・ライブを web 配信

イクスピアの人間を描く力を、ぜひお楽しみください。

後に講座開始予定です。あぁそれにしても、ネットビジネスの壁は思

Radiotalk # 声を遊ぶもくろみ

った以上に高い…！新しいカタカナ言葉がなかなかアタマに染み込ま

https://radiotalk.jp/progam/61300

ず、七転八倒の日々です。その進捗は、まさに “ 牛歩 ”！ 2021 年の

2021 年 4 月 17・18 日には、銕仙会能楽研修所で「鮭スペアレ版・

干支にあやかって、焦らずゆっくりと進んで行きたく思います。

リチャード三世」を上演予定です！詳しくは劇団 HP をご覧ください。

風煉ダンス

おすすめ

Book & Movie

すこやかクラブ

2020 年はコロナ禍に抗わずじっくりお休みしていましたが、2021

2021 年 1 月から 3 月に、小学生を対象にした声と体で遊ぶワークショ

年は再始動！まず、年明け 1 月 28 ～ 31 日に「白崎映美 & 東北 6

ップ「ユカイな妖怪モーレツ大行進！」をオンラインで開催予定です。

県ろ〜るショー 出雲ツアー」に舞台美術と巨大人形で参加、3 月

参加費無料！参加者それぞれのオリジナル妖怪を考えたり、その妖怪の

20 日から千葉県市原市で開催される「ICHIHARA ART × MIX

動きや鳴き声を作ってみます。元気に動きたい、声を出したい子ども達

2020 ＋」に出演します！また、4 月に上演する朗読劇「まつろわぬ

の参加をお待ちしています！

民 2021」に向けた稽古もスタート！どうかご期待ください！！

詳細はコチラから→ https://www.sukoyakakurabu.com/yokai

BOOK

TRYCLE
定期的にグループサイクリングを開催しています。初心者から上級者

『桜の園・三人姉妹』

まで、それぞれのレベルに沿った内容で設定するコースは、カフェ巡

（チェーホフ / 新潮文庫）
チェーホフ作品は、落ち目になった社会の閉ざされた
環境の中で「こんなはずじゃなかった」と喋り倒す人

OPEN 11:00 ～ 19:00

りから峠越えまで様々！サイクリングの楽しみ方は十人十色。あなたら

CLOSE 月曜、第 2・4 火曜日

しい自転車の楽しみ方を見つけてみませんか？分からないことや、ス

TEL 042-595-6729

テップアップのためのチャレンジライドも開催しています。お気軽にお

ばかりが登場してくる《喜劇》。ユーモアとペーソス、

SHOP DATA

tamagawa.trycle@gmail.com

問い合わせください！

悲哀と滑稽はまさに表裏一体、特にこの 2 作はおすす
めです。

新型コロナウイルス（COVID-19）が世間的に認知されてからもうすぐ 1 年がたちます。夏前

（2016 年 / アメリカ）
監督

ザック・スナイダー

さに生き苦しさであり、体と心を疲弊させます。そんな中でも、物や場をつくり、街をつ
くるエネルギーを維持するにはどうすればいいかを、真剣に考えています。
真剣に考えた結果、実践しているのが
「目で笑う」です。本気です。私たちは微笑みを交わし、

冬に暖まるのにおススメのトンデモ映画。超人的な

大声で笑い合うことを、どんな局面をも乗り越えるエネルギーにしてきました。口が封じら

力を持つ宇宙人スーパーマンと、鎧を身に着けただ

れた今、私たちが他の人とポジティブな感情を交わすには、マスクの上の目の表情、視

けの人間バットマンの死闘。パワーバランスの取れて
いない無茶な設定。ラストで二人が和解に至る理由
を知ったとき、誰もが寒さを笑い飛ばすに違いない。
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名と

『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』

小学生

す。自由に息をすること、息をつくこと、息抜きをすることができない息苦しさ、それはま

線の変化を見せ合うしかないのです。
「目は口ほどにものを言う」。目を合わせて笑い合う、
ぜひ試してください。

チーフ・ディレクター

倉迫康史

12

月の週末は

切り替えましたが、慣れるものでもないですし、面倒くさい、しんどいと日々、感じていま

演劇を創ってます！

MOVIE

を切り替えました。

「子ども未来エンゲキ部」で

態と思っていましたが、夏が過ぎる頃、この状態が通常だと思うようにしようと、気持ち

日々是創造

までは僕も年内に収束するのではという見通しでいました。あくまで数ヶ月だけの非常事

