
Welcome to the space where youill meetlove

にヽ ユ尋ンC｀ ようこそ愛と出会える空間へ Cドギ廻イつ

元禄時代、町民の文化が華やいだ時代。
貧しいながらも助け合い、笑い合い、どなり合いながら生きた人情味あ′3、 れる時代。
そんな生き生きとした時代の、大坂の長屋を舞台にした「浪花辺男女夏愛物語」どんなドタバタが展開しま
すやら。

素人ならではの汗をかきながらの一生懸命の舞台。どうぞご来場くださいませ。一同、お待ちしております。

ドラマティックウェスト代表 落語家 桂 枝女太

この3月 私は古希を迎えました。私の好きな名言はきんさん、ぎんさんで『この間有名になられてギャラなど
あったかと思いますが、どう使われますか』との質問に『老後の蓄えにします』まだまだ若い私です。
老後を心豊かに生き抜くためにもっともっとたくさんの人と出会い、たくさんの書物と出会い、たくさん
の場所を訪れて老後の蓄えに備えたいと思います。今回の作品は今まで70年間に感じ取って来た多くのエピ
ソー ドが盛り込まれた原作本を3時間という短い時間と30余名の役者で演じられる作品に脚色できたと自負
しています。

内容は観て頂いてのお楽しみ。笑わせます、泣かせます、私、失望させません。

ドラマティックウェスト座付き作家兼顧問 須賀寅充
※ダブルキャス トは上部が13:00、 下部が17:30開 演の出演です。

キヤスト

家主 徳兵衛

左官 甚五郎

妻 お里

娘 お糸

栄吉

後家 お志麻

魚屋の妻 お咲

熊人の妻 お富

息子 豊吉

浪人 郷龍之介

踊 り師匠 お紺

弥助

団平

三五郎

講談 旭堂南青

語 り しらさかしょ―た

戯作者近松寅左衛門 須賀寅充

友野雅広砂路高元P)  医師 聖庵

桂枝女太∈高元P) 双子の弟 銀次

藤井直子鯉高元P)     金蔵

増Ш絵梨奈 llt域)黒 田屋 吉右衛門

下田 望(oAS)    娘 あさ

竹田英俊ひ路高3期 )

金城靖子鰻高元P)     お香

高山美子e高元P)

高山美子唱高元P)   親方 文蔵

金城靖子皓高元P)  兄弟子 仁吉

ひな(少路高3期)    兼松 ワリb

松本和イ圭(大池小6年 )

須郷陽治 榊戸親和女子大職動 嫡男 橋之助

奥山明美Q域)   芸妓 お喜代

古田憲司llL域)    芸妓 お弓

奥田隆一(BAC)   三味線 龍奴

藤円昂佑(oAS)   三味線 〆奴

太助

お美代

お佳代

甚五郎 (青年時代 )

お里 (娘時代 )

樽井英治馳域)

樽井英治他域)

福留 徹(BAC)

星野壮次llt域 )

加来とみこe高元P)

大久保直子皓高元P)

番場恵子G高元P)

奥田小百合 (少路高元P)

松尾昌昭llt域 )

須賀寅充e高 1嘲 )

松下雪枝e高元P)

山下与利子健高元P)

永田香澄(oAS)

川岸輝代子 llt域 )

平井裕美子馳域)

畠山信龍 llt域 )

瀬川真弓llt域 )

竹田陽夏砂路71N6年 )

谷茉男『美 (大池小6年 )

松本佳奈lt三中3年 )

織田和弥(oAS)

高村いずみ(oAS)

栄

衛

勢

助

園

お

兵

お

佐

お

久

西部詩穂(oAS)

栃尾悠介(oAS)

高村いずみ(oA

織田和弥(oASl

西部詩穂(oAS)

※BAC:放 送芸術学院専門学校
OAS:大 阪アニメーションスクール専門学校

スタッフ
演出  須賀寅充

演出補  桂枝女太

制作統括 藤井直子

舞台監督 長谷川祐士

舞台製作・デザイン・映像 友野雅広  =
照明  島野恒雄・木下典彰・澤井朝香

三木恵梨菜・米永なるみ。東川緑
音楽   斉藤信介・斉藤淳子

音響   岡田直 r・ 井村美安香
大道具  友野雅広・須賀寅充・社枝女太・樽井英治

星野壮次・松尾昌昭・奥田小百合・藤井直子
番場息子・高山美子・ほか学生

小道具  奥Hl小百合

衣裳   山下与利子・東京衣装

振付  奥山明美
コーラス Dream Sound Labo― piece―

メイク・かつら桂や

写真・DVDグ ラフイカ 中川賀公
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私達も応援 しています
応援団長

ヽ

浜村 淳 パーソナリティー 「ありがとう浜村淳です」など

芦屋小雁 喜劇俳優。「番頭はんと…」「とんま天狗」など兄、雁之助と共に一世風靡 画家 「神戸映画資料館」名誉会長
小達―雄 東京フィルムセンター映画・俳優専門学校校長 田中好子の夫、夏目雅子の兄で、(財)夏目雅子ひまわり基金理事長

澤田隆治 東阪企画会長 放送芸術学院校長 笑いと健康学会会長 「てなもんや三度笠」「裸の大将」などを手掛ける

財津和夫 シンガーソングライター 「′らの旅」「サボテンの花」松田聖子 平原綾香などの楽曲を提供

柴田侑宏 宝塚歌劇団 脚本演出家 50年の経験を有する重鎮「あかねさす紫の花」「忠臣蔵∫紫子」最新作「黒豹のごとく」など

平 みち 宝塚歌劇団元雪組男役 トップスター ミュージカル リサイタルなど活躍中

西浦達雄 夏の甲子園第90回 大会以降は、決勝戦中継に限って、彼の歌唱による「君よ八月に熱くなれ」が流れる。

橋詰優子 朝日放送アナウンサー NEWSゆ う
+キ

ャスター υoll年 9月 末終了)(豊高45期 )

疋田哲夫 「オフィス自由本舗」代表 関西放送作家の大御所 代表作「ダウンタウンDX」「ちちんぷいぶい」「せやねん」など

古川圭子 毎日放送アナウンサー副部長、ちちんぷいぶいは木曜  『ヤマヒ国のぴかいちラジオ』金曜夜 (豊高37期 )

増岡 弘 声優サザエさんのマスオさん アンパンマンのジャムおじさん 劇団 「東京ルネッサンス」主宰

吉村 誠 元朝日放送社長室 「新婚さんいらっしゃい」など多くを手がける

若央りさ 宝塚歌劇団元男役 現在振付家 「ベルサイユのばら2001」 など多数担当 近畿高等学校総合文化祭で豊高ダンス部の振付

ヤスコWILD(杉山泰子)NPO法人関西シャンソン協会理事長 演奏活動と若者へのシャンソンの普及など活躍中 (豊高18期 )

(50音川頁)


