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く︑

張られた根があるんだ︒だとすれ
ば︑砂漠 の地下には六〇億 の意識

です︒ この二人︑掃除もしなけれ

ば洗 濯も しませ ん︒ のみならず ︑

のゴー ストうごめく沈黙 の都市が

部屋 で暮らしているのです︒
見えな い夫 によ って︑ 一人暮ら

料 理も買 い物もな にもしな いで︑

ある︒出合うはず のな い人たちが

の裏 で︑本人たち の知らな いと こ

突然︑ で︑会う︒砂漠 の下で︑月

ろで知らず知らず︑幻意識 のかけ

ただただおし ゃべりをして いるだ

黄色 い砂 の降り積も る部屋 の中 で

しな夫婦生活をおく る彼女 の片方
の隣人︒部屋 で︑オ ルゴールを奏

喋り疲れ︑飢え て死んでしまう で

でるこの男性もまた︑ひとり です︒ けな のです︒ このままならき つと︑
と い っても︑奥 さんが透明人間な
わけ ではなく︑ いわゆる単身赴任

またま遭遇しただけ︒
ソーグー︒ ｓｏ ｇｏｏｄ︐

らが出会う︒な にかを落 っことし
た人たちが︑たまたま ここで︑た

中で︑部屋 の食糧は尽きたと言 い︑
バラバラ殺人 やミイ ラ︑不治 の病

彼らはぼくら の兄弟だ︒ベー

のよう です︒彼は専ら携帯電話 で︑ し ょう︒ いえ︑それが日的な のか
もしれません︒彼女たちは会話 の

奥 さんや娘たちと話をす るのです
が︑彼 の電話は言 ってみれば未来

型通信機器 で︑呼出音も鳴らなけ

なんて話を ヘラ ヘラ笑 いながら話

と題された物語ならぬ物語が︑ い

できな いある夜の ︑ほん の少し の
時間︒停電 で世界 の光が消え てし

ある夜︒窓 の外 に月を見 ることが

ると家庭も持 って いな いのかもし

任中なわけ でもなく︑ひょ っとす

ひ ょ っとす ると︑この男は単身赴

と話 しが でき る のです︒だから︑

ると いう のです︒

倭ヽにあ
の研究施設は砂漠 の地中拠

入 ってく る砂は砂漠 のそれで︑そ

とま で言 いだす始末︒この部屋 に

催眠 のカプセルに入ろうなんてこ

す のです︒おまけに︑ 一緒 に冷凍

っそ月世界 のお話なら いいのにと

れません︒ともかく︑は っきりした

パズ ル﹄
長尾広海が書 いたこの ﹃

思う のです︒もちろんＳＦにした

の上に ﹃
パズ ル﹄とし て作られて

まうま での︑ほん の束 の間が舞台

ことはわからな いのです︒だ って︑

れば︑ダイヤルする必要もありま
砂︒そんなおかしな マンシ ョンの︑ せん︒ ふと︑ つながり︑日的 の人

いわけ ではありませんが︑月 の裏
いきます︒

らな いこと が現実 に起 こ ったり︑

るわけ ですが ︑そ の人たちは︑ほ

こで暮らす人 たちが︑それぞれ い

三 つの部屋 には︑もち ろん︑そ

舞台 にはなにも登場しな いのです
から︒彼は受話器に向か って︑拾

湧く のはそ のせ いだ︒だから窓か

深く埋も れた マンシ ョンな んだ︒

妙な ことが不思議もなく起 こ った

いくら掃除しても部屋 の中 に砂が

裏側なんかでなく︑砂 の中に深く

わたしたち の眼や耳を疑う ような

ってきた猫 の話をします︒灰色 の
子猫︒まだ︑ ミルクしか飲 めな い

なるほど︑そうか︒ここは月 の

側 でなら︑見えな い月 の裏側 でな
ら︑わたしたち にと って思 いもよ

不思議な ことが︑ごくごく当然 の

でわたしたち の 一般的な限 で見れ

ん の少し変わ って います︒あくま

子猫︒そ の小さな命が︑た った今︑ ら月が見えなか った︒だから︑奇

人 々な のか︒あれらはす べて︑氷

テア トロ [be:]青 森 。東京公演
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こととして行われて いるような気

終わ ってしま ったこと︒砂粒 の混
真中 の部屋 には夫婦 が棲んで い

じ った ミルクを吐 いて動かなくな
ってしま った生温か い塊は︑名付

FridayAmusement Negative Shop

︱
︱判牌

︱

Ｉ

がするのです︒

ばと いヽ
ユ 思味 ですが︒
ます︒妻 は夫 に語り かけますが︑

長尾 は︑とある マンシ ョンの最
弩疋しました︒隣︿ロ
舞ム
ロを熟
上階に・

に夫が いな いのかと いえば︑そう

唯 一の同居人を失 った男は︑ 一人
ついたカプセルの孤独 の中 で︑百
きり︑オ ルゴールを奏 でるのです︒ 年 の夢を見られてたまるか︒樹木
には︑ ひと つひと つの葉と同じ数
残すもう 一つの部屋 では︑二人

んだ︒す ると彼らは氷 の中 で眠る

った三 つの部屋︒そ のそれぞれが

の中 で見た夢な のか︒違う︒凍 て
でもな い︒脱ぎ捨 てられたパジ ャ
マ︑読みかけ の新聞︑食 べ終 わり

の女性が共同生活を始めたばかり

1‐

●脚 本 :長 尾 広 海 ● 演 出 :平 霞健 悦
● 出演 :佐 々木 真 理子 、山 田景 子 他

)

時間/22日 午後 8時 〜、23日 午後 フ時 30分 〜
24日 午後2時 〜
会場/ス ペー スベ ン

けられな いまま永 い眠り に つき︑

た図柄 であり︑ひと つひと つのか

さげられた食器︒痕跡は いたると

ル〜タダ シサの限界﹂

テア トロ [be:]八 戸公演

夫 の返事 はかえ ってこな い︒部屋

けらになるわけです︒不思議な の
は︑このマンシ ョンには砂が降る

ころにみえ る のだけど︒声も聞 こ

月の裏で自いましょう︒

眼健 悦 ﹀
︿文 ／ 平一

●青森公演
9日 ・10日 (9日 午後7時 30分 〜、10日 午後2時 〜)
会場/青 森演劇鑑賞協会事務局
青森市安方2‑9‐ 7 80177‐ 22‐ 7944
● 『大世紀末演劇祭 』(東 京公演)
2日 瑠日
2月 1日 〜
3日 (1日 午
午後4時 〜、
午後7時 30〜
後7時 30分 〜、
会場/こ まばアゴラ劇場
東京都目黒区駒場 11‐ 13 803・ 3467・ 2743

「バズル〜タダシサの限界」

『 バズル〜タダシサの限界」

ll122日 。23日 。24日

﹃
パズ ル﹄ の枠 であり︑完成 され

つてことです︒窓 の外から︑飛ん

えなければ姿も見えな い︒彼女は︑

だけ︑地底 には︑ 一本 一本力強く
で来る のか︑天丼から洩れてく る

自分が寝た後 に帰 ってき て︑限を

σｏ﹄ 公演
テアト ロ ﹇
のか床 から湧 いてく るのかわから

覚ますまえ に仕事 にでかける夫 の
抜け殻と︑黄色 い砂とともにこの

な いのですけれど︑とにかく気が
つくと︑部屋 に砂 があ る のです︒
そ れも カ ラカ ラに乾 いた黄色 い

29

番組変更の場合もありますので.内 容についてはデーリー東北の「あすのメモ」「きょうのメモ」欄でご確認下 さい.
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