大森ふるさとの浜辺公園
（大田区ふるさとの浜辺公園1-1）

Hi-Time（大田区山王3-1-2）、
Special End.（大田区西蒲田1-2-12カマタブリッヂ 103)

馬込文士村 空想演劇祭

に映像を加え、現代風に
アレンジした演出方法
で、原作者の人情に迫っ
た。
「初 め は コ ロ ナ を 呪 っ
たが、いまではプラスに
捉えられる。コロナがな
ければ映像演劇祭という
発想は生まれなかった」
と安田さん。
「空 想」と い う 言 葉 に
は、当時の文士村の様子
や文士たちの
関係を想像し
たり、作品の
背景や作家の
人物像をイ
メージすると
いう想いを込
めた。
ま た、地 域
全体が盛り上
がるためにも
実演も組み合
演者がビデオカメラを持ち、交代で撮り合う

守半海苔店
オリジナル

てぬぐい

演者同士が様々な角度から撮影し、
表情をスクリーンに映し出す

3面のご案内
むすびつき

地域をベースに活動を展開する
団体に注目。活動に携わるひと
たちの思いに迫ります。参考にし
たいステキな活動であれば、そ
の 範 囲 は大 森 に と ど ま り ま せ
ん。「地域 の ち から」こ こ に あ り ！
ん。「地
vol.
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アースフレンズ東京Z
［だからバスケットボールは面白い］

主催・問い合せ先

※賞品は守半海苔店（大田区大森北 1-29-3）
店頭で当選はがきと引き換えてください。
※2022 年 4 月 10 日当日消印有効。当選者の発表は
当選はがきの発送をもってかえさせていただきます。

提供：守半海苔店
https://morihan.jp/

馬込文士村 空想演劇祭

（公益財団法人 大田区文化振興協会）

◎ 応募方法 ◎ 葉書、
FAXまたはEメールで、
住所・氏名・年代
（例：40代） 『馬込文士村空想演劇祭』
配信予定
・職業・電話番号・本紙を入手したところ・広告/記事へのご意見、
ご感想
・号数とご希望のプレゼント名を明記してお送りください。
２月25日（金）〜４月25日（月）
oﬃce@oomori-cafe.com

※お寄せいただいた皆様の個人情報は企画者で厳重に管理し、当選のご連絡、
また
事前に許可を得た方に限りキャンペーン等のご連絡に使用させていただきます。

https://www.ota-bunka.or.jp/magome-engekisai/

し、合間にカフェやレス
トランで、作品について
語らい合うという。
馬込文士村で過ごした作
家たちの文学作品を、そ
の地で上演し、その作品に
ついて語り合い、まちが
賑わう。これを演劇祭と
いう形で実現していく。

6 名様にプレゼント！

〒143-0023 大田区山王3-27-6

の実演芸術と組み合わせ
甦らせる。
そのアートディ
レクターを務めるのが劇
団山の手事情社主宰、安
田雅弘さんである。
劇団山の手事情社は１
９８４年に早稲田大学の

創業120年 やきのり専門店

20

年に大田区民プラザで開
催された「下丸子【演劇】
ふぇすた」に参加。２０
１３年に大田区池上に拠
点を移したことをきっか
けに区民向け演劇ワーク
ショップで地域との関わ
りを強めていった。
海外の演劇祭へ参加
し、受賞歴もある安田さ
ん。世界最大のスコット
ランドの演劇祭は、地元
住民や世界各国から訪れ
た人々が朝から晩まで町
のあちこちで舞台芸術を
楽しむ。１日に何本も上
映されるお芝居をはしご

読者プレゼント
ご応募いただいた方の中から
抽選で、ステキなプレゼントをお贈りします。

11

演劇研究会を母体に結
成。俳優からのアイデア
をもとにシーンを立ち上
げ構成する先鋭的な舞台
作りを行い、現代演劇を
代表する舞台芸術集団と
して活躍してきた。
１ ９ ９ ３ 年、１ ９ ９ ４

わせながら感染状況に合 思いを馳せながら、まち
この演劇祭によっ
わせて開催していく予定 を歩く。
て、文士村の作家たちの
だという。
ように、令和を生きる私
たちが集い、賑わい、新
しい「まち」が作られて
いく。

文士村に無数にある坂
道。街並みは変化してい
るが、坂の緩急は変わら
ないのではないだろう
か。当時の暮らしぶりや
町の様子などを想像し、
作家たちが残した軌跡に

アートディレクターの劇団山の手事情社主宰、安田雅弘さん

催へのプレ企画として、 た。２０２１年は「馬込
２０１９年 月 日に大 文士村 空想演劇祭」とタ
田文化の森でリーディン イトルを改め、映像コン
グ公演＆トークイベント テンツを主軸とした、演
を開催。しかし、新型コ 劇 ×
文学 ×
映像という
ロナウイルス感染症の影 これまでにないスタイル
響を受け、実演での演劇 の演劇祭をめざす。
祭から「馬込文士村演劇
まちが甦る
祭２０２０映像編『空想
演劇祭
舞台』
」と形を変え、４劇
団、７作品を大田区内７ 大正末期から昭和にか
カ所で撮影し映像作品を けての近代文学作家たち
制 作。同 協 会 の YouTubeが残した文学作品を、演
チャンネルで無料配信し 劇やダンスといった現代

５

実演と映像の
演劇祭
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時空を超えて集い、賑い
甦る文士村

1

07

２０２１年 月 日に
行われた演劇公演＆トー
クイベントでは、山本周
五郎原作の「おたふく」
を上演。演者がビデオカ
メラを持ち、交代で撮り
合い、その映像が舞台の
スクリーンに映し出され
る。従来の演劇

大森に深いゆかりのある村岡花子さんと彼女
の代表翻訳作品「赤毛のアン」
をイメージしてつくられた「ＡＮ」、
大森山王ブルワリーの実店舗
「Hi-Time」「Special End.」で販売
中 ！ 詳しくはホームページ参照。

2021年12月５日演劇公演＆トークイベントでの山本周五郎原作
「おたふく」
(写真提供すべて：大田区文化振興協会）

大森・山王・馬込は、かつて「馬込文士村」として数多くの芸術家や文士た
ちが住んでいた地域。この地にゆかりのある文豪や舞台になった作品を、演
劇などの実演芸術と共に紹介する地域密着型のフェスティバル「馬込文士村
演劇祭」が２０２０年から行われている。その活動と経緯を大田区文化振興
協会の嶋村能守さんと、劇団山の手事情社の安田雅弘さんに聞いた。
（取材・文＝中山良恵）

大森山王ブルワリー第６弾「AN」発売

ト・モノ・コトを資源と
して紹介し、未来に向け
て新たに共創していくた
めの創造プロジェクト。
演劇分野でのアイデア
会議で、
「馬込文士村」と
いう資源を演劇祭という
形で活かせるのではない
かという安田さんからの
提案で、このプロジェク
トが始まった。
２０２０年の演劇祭開

大森 海苔のふるさと館では、かつて大森で行
われていた海苔づくりの方法で海苔を生育中！
海苔採りや干出作業などが行われています。

アートで
まちづくり

公益財団法人大田区文
化振興協会のＯＴＡアー
ト・プロジェクトとして
２０１９年から始動した
「馬込文士村演劇祭」
。
ＯＴＡアート・プロジェ
クトとは、アートでまち
づくりをテーマに大田区
の文化芸術に関わるヒ

２年連続！大森で海苔を収穫

広告
募集

会社や
商品の
宣伝
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68 おおたオープンファクトリー
実行委員会

［モノづくりから つながり、伝える、まちづくり］

67

vol.

2021年5月
都会で炭焼きプロジェクト
[このまちの自然を生かす]

vol.

2021年2月

6６

くぅ～の東北

[震災支援10年の歩み]
~東日本大震災10年・私たちが学び得たもの~

バックナンバーはウェブで！

www.oomori-cafe.com

まちを
応援
したい!

求人の
募集を
したい! …など

本紙「大森まちづくりカフェ」に
広告を掲載しませんか？
年

ト 大森の魅力を多くの人に伝えたい！ 発 4回
行！
セプ
コン
このような思いで発行しています
ターゲッ
ト
20代~ 主に女性や子育て世代、
シニア層、地域に関心ある方

数

発行部

30,000部

先

主な配布

・アトレ大森・大森駅ビルRaRa・東急ストア
・MEGAドン キホーテ大森山王店 他 協力店
・出張所、図書館、
児童館など周辺公共施設
地域イベントで無料配布 など

大森まちづくりカフェキャラクター
「もりもりくん」

広告の
特定非営利活動法人 大森まちづくりカフェ
お申込・
〒143-0023 東京都大田区山王3-27-6
office@oomori-cafe.com
お問合せは TEL/FAX
(平日13-17時)
www.oomori-cafe.com

03-5935-7881

