架空の劇団／渡辺源四郎商店合同公演

震災タ クシー
作・演出○くらもちひろゆき○畑澤聖悟○工藤千夏

男１（劇作家・くら もちひろゆき）／くらもちひろ ゆき

出演○
男 ２（ Ｊ Ａ 職 員 ・ 佐 藤 清 ） ／ 佐 藤 浄
男 ３ （ 営 業 マ ン ・ 東 海林 ） ／ 東 海 林 浩 英
男 ４ （ タク シ ー 運 転 手 ・ 加 藤 ） ／ 加 藤 隆
女 １ （ 郵 便 局 職 員 ・ 三 上 みか ） ／ 三 上 晴 佳
女 ２ （ 少 女 ・音 喜 多 幸 子 ） ／ 音 喜 多 咲 子
男 ５ （ 車 掌 、 レ ン タ カ ー 屋 、 タク シ ー 運 転 手 、 メ ロ ス ） ／ 畑 澤聖 悟

注① 基本的に台詞は標準語で表記され、演技者が日常使用してい
る口語に翻訳されますが、そうとは言い切れない場合もあります。
注② ☆もしくは★の台詞および動作は同時に進行します。
注③ ／の台詞は後に続く台詞か動作に遮られます。

０．常磐線車中

りますので、電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。
次の停車駅は、亘理、亘理です。

しばらくの走行音。客はぼーっとしたり、居眠りしたり、携
帯をいじったりしている。

車内アナウンス 本日はご乗車いただきありがとうございます。常
磐線各駅停車いわき行きです。お客様にお願い申し上げます。携
帯電話は、他のお客様のご迷惑になりますので、電源をお切りく
ださいますようお願い申し上げます。次の停車駅は、山下、山下
です。

しばらくの走行音。走行音が緩んでくる。

車内アナウンス えー、お急ぎのところまことに申し訳ございませ
ん。新地駅手前で火災との情報がありました。安全確認のためし
ばらく停車させていただきます。

停車。走行音が止み、モーター音が残る。

車内アナウンス 本日はお急ぎの所まことに申し訳ございません。
ただいま沿線火災のため、停車中です。詳しい情報が入り次第お
知らせいたします。

くらもち、きょろきょろする。携帯を見る。モーター音止ま
る。遠くに消防車のサイレン。

サイレンの音がやや大きくなってきて、止まる。

車内アナウンス えー、お客様にご連絡いたします。この先、新地
駅の手前で、野焼きによる枯れ草火災が発生し、現在消防が消火
に当たっております。安全の確認が取れ次第発車いたしますので、
今しばらくお待ちください。お急ぎの所まことに申し訳ございま
せん。
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開演前。
車内の走行音が響いている。舞台上にはくらもち一人座って
いる。ときおり車内アナウンスが聞こえる。
車内アナウンス 本日はご乗車いただきまことにありがとうござい
ます。この電車は常磐線各駅停車いわき行きです。お客様にお願
い申し上げます。携帯電話のご使用は、他のお客様のご迷惑にな
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間。
車内アナウンス えー、お待たせしております。間もなく発車いた
します。速度調整により、遅れを取り戻しながら運行して参りま
す。本日はお急ぎの所まことに申し訳ございません。次の停車駅
は新地です。間もなく発車いたします。
モーター音が再開する。しばらく走行音。
開演。

１．常磐線停止
車内アナウンス 本日はＪＲ東日本常磐線にご乗車いただきまこと
にありがとうございます。この電車は各駅停車いわき行きです。
現在原ノ町を５分ほど遅れましての発車です。お急ぎの所まこと
に申し訳ございません。速度調整いたしまして、定時回復に努め
ております。終点いわきには、定刻１５時５９分に到着する予定
です。次の停車駅は、磐城太田、磐城／
ガガガガッと激しい音がして、電車止まる。
ギィーっとブレーキ音。プシュー。
車内アナウンス 只今、停止信号により緊急停車致しました。この
まま、しばらく／（ブチッと切れる、間）えー本日は、お急ぎの
ところまことに申し訳ございません。ただいま強い地震により停
車しております。現在状況確認と情報収集を行っております。そ
のまましばらくお待ちください。

くらもち いわきには行けるんでしょうね？
車掌 えーと、いろいろ確認中ですので、しばらくお待ちください。
くらもち どうなるかはっきりしてもらわないと困るんですが。
車掌 とにかく、しばらくお待ちください！

車掌、おもむろに帽子をとる。

畑澤 くらもちです……誰がなんと言ってもくらもちです。たった
今まで車掌でしたが、くらもちです。……あの日、わたしは、
盛岡から仙台まで車に乗り、仙台駅東口に車を置いて、常磐線各
駅停車でいわきを目指していました。途中、確か新地駅の手前だ
ったと思うんですけど、沿線で火事があり、１５分ほど停車した
んですね。ごくごく当たり前の、ありふれた事故です。その時は
特に慌てる人もなく、のんびりしたものでした。そのあとの地震
は……電車の中だったんで、どのくらいの揺れだったのか実感が
なかったです。

畑澤、帽子をかぶって歩き始めようとする。

くらもち あっと、ええと、どんな感じですか？
車掌 今ちょっとまだ状況確認中ですので、ちょっとお待ちくださ
いね。
くらもち いや、でももう結構待ってるよ。
車掌 申し訳ありません。
くらもち あの、トイレは使えますか？
車掌 ああ、電気止まっちゃったんで、水流れないんですけど。
くらもち おしっこなら大丈夫？
車掌 ええ、まあ、小くらいなら大丈夫です。
くらもち どうなりますかね？
車掌 水流れないだけなんで、あふれるってことはないと思います
けど。
くらもち いやいや、トイレじゃなくて、この状況。
車掌 ああ、復旧の見込みがあるかどうかなんですけど、ちょっと
指令とも上手く連絡取れてなくて、ちょっと聞いてみますけど。
4

車掌（畑澤）
、上手から下手にとおり抜けようとする。
くらもち あの、これ、復旧します？
車掌 えーとですね、ちょっと指令ともつながらなくて、携帯でも
繋がらないんですが、しばらくお待ちください。
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くらもち 復旧したら、ちゃんと終点まで行きますか？？
車掌 いや、ちょっとこんなの初めてなもんで……。
くらもち 何時頃になりますかね？
車掌 まだちょっとわからないんですが、あの、復旧しないようで
あれば、バス代行ってことになると思います。バスが到着いたし
ましたら、ここで降りていただいて、そこの田んぼのあぜ道を歩
いてバスにお乗りください。
くらもち バス代行はいわきに行くんですか？
くらもち バス代行でどこに行きます？
車掌 いや、恐らく原ノ町に戻ることになると思いますけど……。
くらもち 戻るのかぁ。何時頃来ますかね？
車掌 それは……ちょっと……今ちょっと情報収集中ですので……
あの、お手持ちの切符は払い戻しあるかも知れませんので、大切
にお持ちください。
くらもち あ、はい……。
くらもち、携帯をかける。くらもちは電話の相手と話す。
くらもち もしもし？ あー、つながった、つながった……うん、
やっとやっと。そっち、揺れた？……あ、そう……メルは？……
そう、良かった……いや、別にメルだけ大事な訳じゃなくて……
これから？……あー、悪いね。うん、よろしく。……今原ノ町過
ぎたあたりで、常磐線の中。うん、止まった。脱線したかと思っ
た。でも、そっちは無事なのね？……わかった、一応、どうなる
かわかんないんだけど、俺、このまんまいわき行くから……え？
……なに？ なんでもないって何よ？気になるじゃない……じゃ、
いいけど……うん。そっちも気をつけて……はい、それじゃ……。

車掌、帽子をとる。

畑澤 くらもちです。誰がなんと言おうとくらもちです。バスが到
着するまで約１時間。一行は到着したバスに乗り、原ノ町駅へ向
かいました。駅では払い戻し窓口が混雑し、途方に暮れた乗客た
ちが次善の策を求めて右往左往していました。その間に、津波は
福島沿岸にも到達し、電車も流されましたが、誰も気づいてはい
ませんでした。わたしは、いわきで会う予定の相手に、電話をか
け続けましたが、どうやってもつながりませんでした。

畑澤、帽子をかぶって上手に去ろうとする。

２．レンタカー、からの、タクシー

くらもち すいません！ 今借りられる車あります？
畑澤 え？
くらもち ここ、ニッポンレンタカーですよね。
畑澤 え？
くらもち ニッポンレンタカーですよね？

畑澤、 マス クをつ ける。

畑澤 ……トヨタレンタカーです。
くらもち どっちでもいいんですけど、今借りられる車ありま
す？
畑澤 今お出しできるのは１台だけですね。この状況ですから、帰
ってくる予定の車も帰って来てませんし。
くらもち 仙台に明日乗り捨てってできます？
畑澤 できますよ。
くらもち いくらで？
畑澤 ２万９千円ですね。
くらもち ２万９千円かぁ……ナビついてます？
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くらもち、携帯を切る。車掌、下手から戻ってくる。
車掌 えー皆様にはお急ぎのところ大変ご迷惑をおかけしておりま
す。ただいま地震のため停車中ですが、ようやく指令と連絡がつ
きました。復旧の見通しが立たないため、バス代行を要請しまし
た。バスは原ノ町駅に向かいます。
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畑澤 ついてますよ。
くらもち よしっ！えっと、２万９千円……。
くらもち、財布を取り出し、のぞき込む。
くらもち ２万７千円にならない？
畑澤 いやあ、ちょっとそれは……。
くらもち だよねぇ……後払いってできたっけ？
畑澤 それもちょっと……。
くらもち うーん……あ！ カードで支払いできます？
畑澤 カード……カード……？……今停電してるんで、ちょっと。
くらもち だよねぇ……あ、ちょっと今、切符、切符払い戻せばい
けるかも……。
畑澤 ああ、払い戻し……。
くらもち ええ、ちょっと、チャレンジしてみます……風邪です
か？
畑澤 ええ、まあ。
くらもち お大事に。
畑澤 どうも。
くらもち んじゃ、またあとで……。
畑澤、去ろうとする。
くらもち あのぉ、運転手さん？
畑澤 え？
くらもち あの、あれ（指して）払い戻しの列ですか？

畑澤 検討もつかないね。
くらもち あの、運転手さん、いわきまで行ってもらえませんか？
畑澤 いやいや行かない行かない。俺、相馬から来たから、北へ向
かうお客さんだけ。
くらもち ああ。
畑澤 あっ、加藤さん、加藤さん？
加藤、登場。

加藤 なに？
畑澤 こちらのお客さん、いわきまで行きたいんだって。
くらもち はい。
加藤 いわきかぁ。
くらもち いくらくらいで何時間くらいかかりますかね？
加藤 この状況だからねぇ、普段だったら１時間くらいだけど、２
時間か２時間半くらい？
畑澤 そんなもんだろうね。
くらもち ああ。
加藤 小高のあたりは駅前まで水来たっていうし、６号線も津波か
ぶってるって話だからねえ。
くらもち で、いくらくらいで……。
加藤 まあ、２万か、２万２千円くらいだね……。
くらもち ２万か、２万２千円ねぇ……わかりました、ちょっと待
ってて頂けますか？。
畑澤 じゃ、ほんとに。あと、よろしくって感じで。
くらもち すぐ、戻りますから。

畑澤、去る。加藤、椅子を運びタクシーを作り始める。

くらもち すいませーん！今から、５千円払ってもいわきまで行き
たい人いませんかー！えーと、ここからタクシーでいわきまで行
くと、この状況ですから、大体２時間から２時間半。料金は２万
から２万２千円だそうです。……はい、いわきまでで５千円くら
いです。あのー、警戒しないでくださーい。決して怪しい者じゃ
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畑澤、 マス クを外 す。
畑澤 ・・・払い戻しの列だよ。
くらもち あちゃーっ。
畑澤 この駅にあんなに人いるの、見たことないねぇ。
くらもち ああ……すいません、あの、これからいわきまでタクシ
ーで行くと、いくらくらいで何時間くらいかかりますかね？
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ありません。あの、言い訳すればするほど怪しいと思われるかも
知れませんが、ホントに怪しくないんです！ えーと、今から５
千円払ってもいわきまで行きたい人いませんかー！タクシーでい
わきまで行くと、この状況ですから、２時間から２時間半。料金
は２万から２万２千円だそうです。
佐藤、客席から手を挙げる。
佐藤 はい、わたし行きます。
くらもち あ、いた。どうぞどうぞ。
佐藤、客席から舞台に上がってくる。
くらもち 他に、いわきまで行きたい人、いらっしゃいません か
h？
東海林、客席から手を挙げる。
東海林 はい！
くらもち いらっしゃい！ テレレレッテッテッテーン！他には、
いかがですか？五千円でいわきまで行きたい方？いらっしゃいま
せんか？いらっしゃいませんか？
東海林、客席から舞台に上がってくる。
くらもち はい、後１人！
三上、客席から手を挙げる。

くらもち えーっと、ひい、ふう、みい、よー、あれ？ 一人多い。
みんな、数え合う。

東海林 ほんとですね。
くらもち お子さん？
三上 いえいえ、まさか。
音喜多 お願いします！
くらもち お嬢ちゃん何年生？
音喜多 えーと……こ、高校生です！
佐藤 高校生かぁ……ホント？
音喜多 一緒に行けるところまで行ければいいんです！
東海林 行けるところまでって、方向違っちゃったらダメでしょ？
音喜多 と、途中で下ろしてもらっても構いません！
くらもち いやいや、そういうわけにはいかないでしょう？どこま
で行くの？
音喜多 ……。
くらもち いわきに行くけど……。
音喜多 あたしもそこです。
佐藤 なんか、ホント？
音喜多 はい……。
佐藤 これ中型か？ 中型なら乗れるのか？
加藤 お客さーん、勘弁してくださいよ。運転手いれて 人
5 までで
す。
佐藤 そうなの？ じゃ、だめだ。中型待ちます？
くらもち いやいや、これ逃したらいつ来るかわかんないし、それ
に、２万か２万２千円て言ってくれた方だし。
三上 んじゃ、一番最後だったあたしが……。
くらもち いやいや、女性一人を置いとくわけにはいかないでしょ
う？
佐藤 それもそうですね。
音喜多 ……。
東海林 女の子は乗せてかないと……。
くらもち んじゃ、俺、あきらめますか……。
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三上 はい！お願いします！
くらもち よっしゃ！テレレレッテッテッテーン！
三上、客席から舞台に上がってくる。音喜多、いつのまに
か三上の後ろにいる。
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佐藤 いやいや、声かけてくれた人が乗らないわけにはいかないで
しょう……。
東海林 そりゃそうだ。
佐藤 となると、わたしかあなただね……。
東海林 そういうことになりますね……。
佐藤 じゃあ恨みっこ無しで、じゃんけんということで……。
東海林 そうですね。最初はグー入れます？
佐藤 そうですね、入れましょう。
東海林と佐藤、
「最初はグー」とじゃんけんをし始める。
くらもち ちょっと、ちょおっと待っててください。運転手さん、
小学生以下って、数え方違うんじゃないの？
加藤 １２歳未満は３人で大人１人分。
くらもち じゃ、大人４人と子供１人なら、いいんじゃないの？
加藤 えーっ？
くらもち お嬢ちゃん、何年生？
音喜多 ……。
くらもち 本当のこと言いなさい、おじさん、怒らないから。
音喜多 あ、あの……６年生です。はい。
加藤 ほんとにぃ？ さっき、高校生とか言ってなかった？
音喜多 嘘つきました。ごめんなさい。
三上 ほら、私も、体重、小学生と変わらないし。
東海林 私、五十八キロです。
佐藤 俺……今、ダイエットしてますから。
くらもち ま、その非常時ですので、なんとかひとつ。
加藤 ……しょうがないなぁ。

三上 ほら、私がちゃーんとシートベルトして、で、こういう風に
だっこして、ねっ。
音喜多 すみません。
三上 いいのいいの。

３．出発

助手席に三上と音喜多、うしろに男性 人
3 乗る。最初のエン
ジン音。

加藤 それじゃ、出発しますよ。あの、この状況ですから、どうい
うルート取るかわかんないんですけど、何とかいわきまでたどり
着きたいと思いますんで。よろしくお願いします。
全員 よろしくお願いします。
佐藤 いやあ助かったぁ……。
三上 ありがとうございます。声かけていただいて。
東海林 ホント、もう公共交通機関全部ダメだから、どうやってい
わきまで行ったんもんか途方に暮れてましたもの。
佐藤 わたしも、ほんとに。
東海林 仕事でね、どうしてもいわき行かなきゃヤバいんですよ。
佐藤 わたしも、ほんとに。
東海林 今日はあれですね、タクシー大もうけじゃないですか？
加藤 まあ、でも、いまはそんなときなんてないからね。たまに稼
がせてもらわないと……。
くらもち でも、すごいですよね、この状況でも普通に働いてるん
ですよね。
加藤 いやあ、仕事ですから……。
東海林 雨が降ろうが槍が降ろうが、会社は会社ですからね。
（た
め息）
くらもち いやいやとにかく、みなさんありがとうございます！
ほんとよく集まりました。テレレレッテッテッテーン！
三上 あの……そのテレッテレッていうの、なんですか？
佐藤 あれ？ 知りません？ ホイミスライムが仲間になった！
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みな、乗り込もうとする。なかなかうまく乗れずに、乗った
り降りたりする。
三上 これ、私たち二人、前ってありですか？
東海林 ああ、ありあり。
加藤 シートベルト、してくださいよ。
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三上 ホイミスライム？
佐藤 いや、だから、ドラクエですよ、ドラクエ。
音喜多 ゲーム、ゲーム。
くらもち あの、ちゃんと説明すると、ドラゴンクエストってい
うゲームの、レベルアップの音が、テレレレッテッテッテーン。
三上 んー、やっぱりなんだかよくわかんないです。
くらもち ドラクエは知ってる？
三上 それは知ってます。
佐藤 やったことは？
三上 ないです。
音喜多 いいよ、やんなくても。
三上 そう？
音喜多 ゲームなんて、他にやることない閑人のやるもんだよ。
佐藤 厳しいなぁ。
くらもち みなさん、いわきの方ですか？
三上 あたし、いわきまで帰る途中で……仙台でミスチルのコンサ
ートあったんですよ。
佐藤 ミスチル、いいですね。
三上 いや、別に好きってほどでもないんですけど。
佐藤 ああ。
東海林 牛タン食べました？
三上 ええ、食べました。やっぱり仙台行ったらねえ。
東海林 わたしもね、ちょっと贅沢しようと思うと、どうしても牛
タン食っちゃいますね。
音喜多 牛タン好き。
三上 そう。
音喜多 トロロ嫌い。
三上 そう。
音喜多 トトロ好き。
三上 そう。
佐藤 いいですねぇ、わたし、食べたことなくて……。
三上 一回もですか？
佐藤 一回あります、お土産のは……。
くらもち お店では？
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佐藤 未だに……。
くらもち それは不幸だなぁ……。
佐藤 わたしの人生そういうのばっかりで……。
音喜多 かわいそう……。
佐藤 目指してるところにたどり着かないんです……今日だって、
いわきに向かって出発した途端にこれですから……。
間。

加藤 あの、普段は６号線行くんですが、途中で津波かぶって通行
止めになってるっていうんで、山の方通りますから。
くらもち あ、はい、それはもう、通れるところを通っていただけ
れば……。
加藤 はい……。
間。

くらもち あ、名乗ってませんでしたね。私、盛岡のくらもちと申
します。
東海林 東海林と申します。名刺を（身動きとりづらい）……。
くらもち ああ、あとでいいですよ。
三上 三上です。あ、名刺とかないんですけど。
佐藤 三上さん。
三上 はい。
佐藤 三上、なにさん？
三上 三上みかです。
佐藤 ああ、どんな字、お書きになるんですか？
三上 ひらがなです。
佐藤 三上みか、いいお名前ですね。あ、申し遅れました。私、佐
藤と申します。佐藤清です。きよしこの夜の清。ま、清らかな男
だと覚えてください。
三上 ……どうも。
くらもち えーっと、お嬢ちゃんは？
音喜多 幸子です。
14

くらもち 幸子ちゃん。
音喜多 はい。あ、音喜多幸子です。
くらもち 音喜多ってどんな字書くの？
音喜多 おんがくを、よろこぶ人が、多いと、幸せな、子ども。
くらもち 珍しいね。
音喜多 八戸にある名前なの。
くらもち 八戸から来たの？
音喜多 ううん。
くらもち どっから来たの？
音喜多 ……。
加藤 あ、ああ……。
と、うめくような声を上げる。全員、のぞき込むように前の
方を向き、同様の声を上げる。
加藤 こりゃとんでもないことになっちゃってるな。
東海林 あらららららら。
音喜多 わー。
くらもち １メートルくらいありますね。
加藤 浮き上がっちゃって。
三上 あれは、マンホールが浮き上がっちゃったんですかね？それ
とも回りが沈んじゃったんですかね？
くらもち さあ、それはどっちなんでしょうねぇ……。
車は浮き上がったマンホールを大きく迂回して進む。
東海林 しかしすごいな……あの、写真撮ってもいいですかね？
くらもち ああ、いいんじゃないですか。
東海林 滅多にないことだと思うんで……。

車、止まる。東海林、何枚か撮る。

くらもち デジイチですか？
東海林 ええ、まあ、デジイチです。
くらもち キヤノンですね。
東海林 ええ、まあ、キヤノンです。
くらもち これ、地割れもすごいですね。
東海林 ちょっと、そこら辺、撮ってきてもいいですかね？
くらもち どうぞどうぞ。

他全員、何となく同意する。
車から降り、あちこちにシャッターを切る東海林。

くらもち やっぱ、写真撮りたいよねぇ。写真撮る人は……。
佐藤、時計を見る。

くらもち お急ぎなんですか？
佐藤 ええ、まあ。その、７時に集合なもんで。
加藤 ７時ですか？ 普段なら楽勝なんですけどね。
くらもち ま、行けるだけでよしとしないと。
佐藤 ……そうですよねぇ。

佐藤、携帯を出して、窓から撮る。東海林、戻ってくる。

東海林 ありがとうございました。とりあえず発車オーライで。
加藤 んじゃ行きますよ。
車、走り出す。

東海林 地割れなんて生まれて初めて見ましたよ。
くらもち 地割れはね、見たことあるんです。すごいのを。岩手宮
城内陸地震の直後に現場に入ったことありましてね。それが、初
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東海林、バッグからデジタル一眼レフを取り出す。
加藤 止めますか。
東海林 ああ、すみません。
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めてでしたかねぇ。
車内の４人、曖昧に返事を返す。くらもち、岩手宮城内陸地
震の話を語り出す。
音喜多 おじさん、カメラマン？ですか？
東海林 違うよ。
くらもち ま、カメラマンの方だと、もうちょっと違う格好ですよ
ね。
東海林 ええ、まあ。
くらもち いわきへは、お仕事で？
東海林 ええ。どうしても今晩のうちに着いておきたくて。
くらもち どういった？ いや、差し支えなければ。
東海林 当ててみてください。
佐藤 ああ、そういう風に返せばいいんだ。なるほど。ちょっとメ
モさせてもらっていいですか？
東海林 いいですよ、別に。

いんですよね？
音喜多 わかった！運び屋だ。
三上 まさかぁ。
音喜多 おじさん、ヤクの売人なの。だから、予定どおりにヤクを
運ばないと殺されちゃうの。
東海林 違います。
三上 まさかね。
音喜多 じゃ、殺し屋。
佐藤 想像力たくましいね。
音喜多 期限までにその人を殺さないと、今度はおじさんが殺され
ちゃうの。
くらもち どうやっても殺されちゃうんだ。
音喜多 掟破りは死をもって償うの。
東海林 まあ、たしかに、毎日命すり減らしてる感じはあるなぁ。
三上 お住まいは？
東海林 仙台です。
くらもち 仙台かぁ、なんでもありだなぁ。いよいよもってなんだ
ろ？
東海林 すみません、引っぱっちゃって。あの、予備校に勤めてる
んです。
くらもち 先生ですか？
三上 ★ああ。
佐藤 ★なるほど。
東海林 いえ、営業やってましてね。
くらもち 予備校って営業あるんですか？
東海林 あるんですよぉ、今日もその、明日からいわきでイベント
の予定で。
くらもち いやあ、予備校にそういうのあるって知りませんでした。
三上 ああ、でも確かに、予備校から学校あての郵便物って結構あ
りますよ。
佐藤 学校関係のお仕事ですか？
三上 いえ、そういうわけじゃないんですけど……。
くらもち イベントっていうと……。
東海林 まあ、受験相談会とかですね。
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佐藤、携帯にメモる。
三上 堅いお仕事ですよね？
佐藤 えー、なんだろ？ 公務員！
東海林 違います。
くらもち そんなんで、当ててみてくださいとか言わないでしょ。
佐藤 じゃあ、なんだと思います？
くらもち バーテンダー。
東海林 違います。
くらもち あらぁ、いい線行ってると思ったんだけどな。さすらい
のバーテンダー。
東海林 ははは。さすらうんですか、バーテンダー。
くらもち さすらい、いいでしょ？さすらいの美容師。さすらいシ
ェフ。さすらいドクター。
東海林 ははは、全部違います。
三上 なんだろ？先生かなとか思ったんですけど、公務員じゃな
17

くらもち 受験相談会……。
東海林 ３月ですから、その、受験シーズンですよね。今受験の
相談したって、そりゃもう願書も出しちゃってるでしょうから、
そういう、なんていうか前向きのあれじゃなくてね……。
くらもち なんか奥歯に物が挟まったような言い方ですね。
東海林 奥歯の物を取っ払って言うと、まあ、つまり、ぶっちゃ
け大学落ちたら来てくださいよってことなんですけど。
佐藤 うわあ、ぶっちゃけるとなんだかスゴいイベントだなぁ。
東海林 結構あちこちでやってるんですよ。この時期の営業大事
なんですけど、こんなことになっちゃったらなぁ……。原町とか
相馬とかちょっとそれどころじゃないですよねぇ？
くらもち まあ、そうかも知れないですね。
東海林 やっぱり、明日は無理かなぁ。
くらもち 難しいんじゃないですか？
東海林 やっぱり難しいですよね。いやね、何人入れられるかなん
て確約できませんからね、相談会に何人呼んだかが査定の規準に
なるんですよ。なんか、リストラやるらしくて。
くらもち 大変ですね。
東海林 くらもちさん、どちらにお住まいですか？
くらもち 盛岡です。
東海林 ああ、盛岡でも結構やってますよ。今度遊びに来てくださ
いよ。
（名刺を渡す）
くらもち いやいや、中年男が予備校の相談会に遊びに行ったとこ
ろで……。
東海林 お子さんとかね、これからのこともあるし……。
くらもち いやぁ、ウチまだ小学生なんで。
東海林 あっという間ですよぉ。
くらもち おおっ、営業だ。
東海林 （佐藤に名刺を出して）佐藤さんもよろしくお願いします。
佐藤 いや、その、僕、独身なもので。
東海林 生涯独身のおつもりですか？
佐藤 いやぁ、決してそういうつもりでは。
東海林 じゃあ、よろしくお願いします。
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佐藤、受け取る。

東海林 三上さんも。
三上 どうも。でも、私がこれから結婚して、子供産んで、その子
が予備校に行くよりは、幸子ちゃんの方が早いかと思いますけど。
東海林 それはそれとして、じゃあ、幸子ちゃんも困ったらいつで
も。

東海林、三上と音喜多に名刺を渡す。

音喜多 その節はよろしくお願いします。
佐藤 わかった！ 三上さん、郵便関係ですね！
三上 ずっと考えてたんですか？
佐藤 当り？ 当たりました？
三上 正解です。
佐藤 よっしゃぁ！
くらもち さすらいの郵便局員。
佐藤 あの、さらにもう一つ、あの、三上さん、もしかして同じ車
両に乗ってました？ あの、しまむらの前のところの……。
三上 ああ、そうですそうです。
佐藤 やっぱり。偶然ですねぇ。運命ですかね？
くらもち そりゃ、あそこにいた人はみんな、同じ電車でしょう。
佐藤 バス代行がいわきに行ってくれりゃよかったのにねぇ。
くらもち 戻されましたからね、原ノ町に。俺に原ノ町に戻ってど
うしろって言うのよ。
加藤 いわきまでは７０キロ以上ありますからねぇ。
くらもち そりゃまあ、いわきに行くよりちょっと戻れば原ノ町だ
からなぁ。
佐藤 いわきへは……。
くらもち ああ、ちょっと人と会う約束がありましてね。いわきに
ホテル取ってるんで。
東海林 盛岡に戻ろうとは思わなかったんですか？
くらもち いやぁ、だって、そんな、ねぇ、大丈夫でしょ、きっと
……。
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三上 普通はウチに帰りますよね？こんなことになっちゃったんだ
から。
くらもち いやいや、普通は行くでしょ。約束してるんだから。そ
んな、こんなことになっちゃってるとは、思ってなかったんです
よ。
佐藤 女性ですよね？ その方。
くらもち ええ。
佐藤 もしかして、色っぽい話とか？
くらもち いやいや。
佐藤 そうかなぁ？
くらもち ないですってば。ないんです。
佐藤 むきになって否定するところが怪しいよね。
三上 ええ、まあ。
音喜多 女の影。
くらもち ちょっとそういうアレじゃないんですから……。
佐藤 でもこの状況じゃ、帰る方向に行くのが普通ですよね？
くらもち 何もなければ行くのが当たり前なんですから、当たり前
のことは当たり前にやらなきゃ……。
佐藤 普通はそうですけど、ねえ？
東海林 私もそう思います。
佐藤 ですよね。

４．障害
加藤 ああ、こりゃ、どうかな？
車が止まる。

……ああ、軽自動車、あんなところまで流されて来てる。
え？ どこ？ どこですか？
あそこ、あっち、上流のほうです。
あ……ああ、ホントだ……。

取り残される三上と佐藤。

佐藤 斜めに行けば何とかなりそうですかね？
くらもち 反対側、対岸の段差は大丈夫ですかね？
加藤 ちょっと、見てきますか。
東海林 んじゃちょっと、行ってみましょう。
くらもち はい……。
音喜多 私も行く。

三上
佐藤
三上
佐藤

三上、携帯を取り出してメールをチェックする。佐藤も電話
をかける。つながらない。

佐藤 つながんないなぁ。三上さん、メールとか、来てます？
三上 届いてないみたい。
佐藤 恋人ですか？
三上 いえ、両親とまだ連絡とれてなくて。
佐藤 ああ、ご心配ですね。
三上 ええ、兄も姉も家を出てしまってて、普段は私が面倒みてる
んですよ。まあ、面倒みてるっていうか、向こうは、私の面倒み
てるつもりなんでしょうけど。
佐藤 あ あ… …揺れ てま すね。
三上 ほんと に？
佐藤 大丈 夫、僕 がつい てま すから 。
三上 揺 れてます ？な んか、 ずっ と車乗 ってた から、 よく わかん
な いで す。
佐藤 や っぱ り余震 です かね。ま あ、 あれだ けの もので すから ね。
そりゃ 余震 もあり ますよ ね。
三上 まだ 揺れて ます？
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東海林 橋、浮き上がってますね。
くらもち 橋も浮き上がってるんですか……。
東海林 越えられっかな？
加藤、表に出る。乗客たちも外に出てみる。
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佐藤
三上
佐藤
三上

い や、 収まっ たと思 います よ。
ああ、 あれ？ な んか揺 れてる 気がす る。
大丈夫 です か？
ええ 。
三 上、 電話を かけて みる。 通じ ない。

佐藤 いま、どの辺かわかります？
三上 まあ、あたしも良くわかんないですけど、浪江あたりじゃな
いですか。
佐藤 ああ………………あの…………２０歳くらいの年の差って、
女の人はどうなんですかね？
三上 え？ いやあ、人それぞれじゃないですかねぇ。
佐藤 やっぱどうしようかなって思っちゃいますよね？
三上 相手次第じゃないですか？
佐藤 あと、兼業農家でも、やっぱり農家は農家ですかね？
三上 え？いやいや、でも最近は農家も昔ほどじゃないんじゃない
ですか？だって、少なくとも食いっぱぐれはないでしょう？
佐藤 まあ、そういう心配は、無いです。だって、土地は手放さな
ければありますから。ねえ、土地って大事ですよ。地面があれば、
何か作れますから。機械で大きな借金でもしない限り、大丈夫だ
し、それに……ＪＡ勤めてますから。
三上 農家も悪くないんじゃないですか。
佐藤 そうですか！そうですよね！悪くないですよね！
三上 あ、あと、えーと……。
佐藤 いやぁ、ウチ、高 倉 で米作ってるんですが、ＪＡにも勤めて
ます。あ、さっき言いましたね。いやぁ、こういう出会いもある
んですね。
三上 はぁ……。

東海林 ここ迂回してたらまた遠回りですもんね。
加藤 うん、まあ……。
一同、車に乗り込む。

佐藤 いやよかったですねぇ！
三上 運がいいですね、あたしたち！
音喜多 ツイてるツイてる！
東海林 くらもちさん？
くらもち （携帯つながらないのをあきらめて）あ、はい。

くらもちも車に乗り込む。

加藤 んじゃ、行きますけど、ちょっとガクンとしますよ。気をつ
けてくださいね。
ガクンとみんな傾く。

三上 盛岡もつながらないですか？ ご心配ですね。
くらもち いや、家の方は大丈夫だって、さっき。
三上 あら。
音喜多 いわきの女。
くらもち あのねぇ、
佐藤 つながらないと心配ですよね？ その方も心配してますよ、
きっと。
くらもち ったく、そんなんじゃないんですよ。仕事の打ち合わせ
ですから。
音喜多 「仕事の打ち合わせですから。
」
くらもち こらっ。あの、運転手さんは、さっきどうだったんです
か？
加藤 ええ？
くらもち 地震の時です。
加藤 ああ……。
くらもち ぼくらはみんな電車の中でしたけど。
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みな、戻ってくる。くらもち、携帯をかけ始める。
三上 どうですか？
加藤 まあなんとか、斜めに入れば大丈夫そうです。
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メロス 、激 怒しま した。

古 代ギ リシャ 風の衣 装を着 たメ ロスが 走り出 てく る。舞 台
中央に 至ると その 場走り 。タク シーの 面々 はスト ップ モー
ション 。く らもち だけ は、メロ スが 気にな り、 立ち上 がっ
てメ ロスの 一挙 一動を 注視す る。

加藤 ああ、客待ちしててね、んで、立ち話してたのよ。そしたら、
なんか、めまいかなぁって思ったらガガガーッてきて……あとは
もうしゃがんで、どうしようもないもんね。
くらもち めまいね……。
東海林 ……渋滞、ですね……。
くらもち 塀が、崩れちゃってますよ……大谷石だ。
三上 ★あの家、道路まではみ出しちゃってる。
くらもち ★普通、こんなところで渋滞しないですよね？
加藤 こんな山の方、普段は通らないからねぇ。みんなこっちまわ
って来ちゃってるんだねぇ。
佐藤 これ、この先、通れるんですかねぇ……。
加藤 どうなんでしょうねぇ。
東海林 ……こりゃあしばらくはこの話題で持ちきりだな……。
くらもち 一生語り継げますね。

メ ロス

メロス 、走 ってい る。 くらもち 、真 似をす る。
メロ ス メロス 、政治 がわか りま せん。 メロス 、村の 牧人 です 。
笛 を吹 き、羊と 遊ん で暮し て来 ました 。三日 前の未 明、 メロス 、
村を出 発し、 野を 越え山 越え、 十里は なれ たシラ クス の市にや
って来 まし た。人 通り のない街 で、 一人の 老人 に出会 いまし た。

の 妹婿 さまを 。それ から、 御自 身のお 世嗣 （よつぎ ）を 。それ
から、 妹さ まを。 それか ら、妹 さま の御子 さまを 。そ れから 、
皇 后 さ ま を 。 そ れ か ら 、 賢 臣 の ア レ キ ス 様 を 。」

と 、メロ ス、 舞台を 一周す る。く らも ち、真 似をす る。

メ ロ ス 「 呆 れ た 王 だ 。 生 か し て 置 け ぬ 。」 メ ロ ス 、 単 純 で す 。
買い 物を背 負った まま のその そ王城 に入っ て行 きまし た。た ち
まち メロス 、捕 まりま した。 メロス 、懐 に短剣 入れて まし た 。
死 刑！

と、メ ロス、 捕縛 される 。くら もち、 考え 込む。

メロ ス 「 王様に お願 いしま す。処 刑ま でに三 日間の 猶予を 与え
て 下さい 。たっ た一人 の妹 に、亭 主を 持たせて やり たいの です 。
三 日の うちに私 は村 で結婚 式を 挙げさ せ、必 ず、こ こへ 帰って
来 ま す 。」「 ば か な 。 逃 が し た 小 鳥 が 帰 っ て 来 る と い う の か 。」
「この 市に セリヌ ンテ ィウスと いう 石工が いま す。私 の無二 の
友人 だ。あ れを 、人質 として ここに 置い て行こ う。私 が逃 げて
し まって 、三日 目の日 暮ま で、こ こに 帰って来 なか ったら 、あ
の 友 人 を 絞 め 殺 し て 下 さ い 。」「 よ し 、 わ か っ た 。 三 日 目 の 日 暮
れ、三 日目の 日暮 れまで だぞ」

と、 メロス 、舞 台を一 周する 。

メ ロス セリヌ ンテ ィウス 、王城 に召さ れま した。 縄打 たれまし
た。メ ロス、 すぐ に出発 しまし た。初 夏、 満天の 星で した。

くら もち、 タク シーに 戻って いる 。加藤 、窓を 開け、 メロ
ス に話し かける 。くら もち 以外に は、 メロスは 普通 の対向
車 の運 転手に 見えて いる。
加藤 この先 、通 れるの ？
メロ ス ま あ、通 れるよ 。
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と 、メロ ス、舞 台を一 周す る。く らも ち、見て いる 。
メ ロ ス 「 王 様 は 、 人 を 殺 し ま す 。」「 な ぜ 殺 す の だ 。」「 悪 心 を 抱
いてい る、 という のです が、誰 もそ んな、 悪心 を持っ ては居 り
ま せ ぬ 。」「 た く さ ん の 人 を 殺 し た の か 。」「 は い 、 は じ め は 王 様
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加 藤 ６ 号線 は？
メロス ダメ ダメ、 途中 通れる ところ もある けど 、津波 かぶ って
ると ころも あるし 、陥 没もし てるっ て。
加藤 やっ ぱり、 山麓 線かい ？
メロ ス 俺も途 中か ら山麓線 。
加 藤 大 野の 方はど うなっ てるか 分か る？
メロス メロ ス、わ から ない。
加藤 いや、 街中 抜けら れる ところあ るか と思っ て。
メロ ス 津 波は来 てな かった みたい だけ ど。駅 あたり には。
加藤 あ 、そう 、いや どうも あり がとう 。
メ ロス どう も。

は約束ですから、もしダメでも行かなくちゃって……。
三上 そんなにまで……。
佐藤 はい……。
音喜多 バカだ。
くらもち いや、でもまあ、わかりますよ。いわきは大丈夫かも知
れませんしね。
佐藤 そうですよね！
間。

佐藤 やっぱなにがあってもそこに行くっていうね……。
音喜多 合コンでそれはないでしょうよ。
東海林 幸子ちゃん、キツいね。
音喜多 だって、ねえ。
三上 いやぁ……。
くらもち 相手は、どんなアレなんですか？
佐藤 いやまあ、３０代から上限定みたいな……。
くらもち それは、なんというか、現実的ですね。
佐藤 そうなんですよね。わたしもまあ、そう浮かれてられる年齢
でもないので……。
音喜多 浮かれてないんだ。
くらもち そういうアレだと、もしかしてって事もありますからね。
佐藤 そうですよね！
くらもち いやいや、あんまり無責任なことも言えませんけど。
佐藤 くらもちさんだって、その人に、とにかく会いに行く訳です
よね？
くらもち え？ ええ。
音喜多 あとでモメるよ。
くらもち ええっ！
音喜多 「私とその人とどっちが大事なの？」女はね、必ず言うの。
佐藤 どういう小学生よ。
三上 でも、奥さんとか、どう思うんですかね？
くらもち え？ いや、だって、とりあえずいわき行くからって伝
えた訳で……。
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メロス 、走 り去る 。
加藤 まあ一応何とかいけるみたいだけど、この渋滞じゃねぇ、途
中から６号線いけるかと思ったけど、はっきりしないねぇ、津波
かぶったり陥没してたりみたいだから……。
佐藤 （ひそひそ）もう、いっちゃいますよね、２万２千円とか。
くらもち うん……。
佐藤 いわき着いても停電だと、ＡＴＭも止まってますよね……。
くらもち どうだろう？
佐藤 だいたい、本当にたどり着くんでしょうか？わたしはきょう
は絶対いわきに行かなきゃならないんです。
東海林 佐藤さんはいわきで何があるんですか？
佐藤 実は……合コンがありまして……。
三上 ★合コン？
東海林 ★合コン！
くらもち 合コンって、あの合コン？
佐藤 はい、お恥ずかしい話なんですが。
東海林 いや、それは、ちょっと、無理なんじゃないですか？
佐藤 そうですか？
くらもち いや、無理でしょう。ねえ。
三上 そりゃ、ねえ。
佐藤 いやあ、連絡も取れなくなっちゃって、でも、やっぱり約束
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三上 いやいや、この非常時に、家族からどんどん離れていく訳で
すよね？
くらもち まあ、そうですね……。
三上 奥さんにも、仕事の打ち合わせ、とかっておっっしゃってる
んですか？
くらもち はい。
三上 失礼ですけど、お仕事って？
くらもち あの、劇作家なんです。お芝居書いてて。
佐藤 すごいですね。
くらもち いやぁ。
佐藤 今度、観に行きますよ。いつですか？
くらもち いやぁ、十二月くらいですかね？ 太宰治の「走れメロ
ス」って知ってます？ あれを現代風にアレしてアレするんです
けど。その公演の打ち合わせで／
三上 なんていうか、自衛隊とか、警察みたいな、そういう世の中
の役にたつお仕事じゃない訳ですよね？ 任務みたいな。
くらもち はい。
三上 のちのち禍根を残しますね、これは。
音喜多 禍根、離婚、禍根、離婚！
くらもち いや、だから、別にそういう話じゃないんですよ。
加藤 あの、ちょっとこれ、進まないみたいだから、迂回してもい
いですかね？
くらもち いいんじゃないですか。
佐藤 （ひそひそ）２時間か２時間半とか言ってましたけど、とん
でもないですね。
くらもち うん……まあ、しょうがないよねぇ。

佐藤 駅前まで？ 津波ですか？ ええーっ！ 駅前まで？
加藤 うん、そうみたい……。
くらもち ……ほんと助かります。
加藤 ……あの、最初に２万か２万２千円て言ってましたんで、メ
ーター、そこで止めときますから。

乗客たち、顔を見合わせる。

くらもち ありがとうございます。
東海林 いいんですか？
加藤 会社には内緒にしといてくださいね。
くらもち 大丈夫です。
三上 ありがとうございます。
佐藤 ありがとうございます。
加藤 でもまあ、まだ原ノ町あたりは良かったんですよ。なんだか
北の方、新地とか坂元とか駅流されたって言ってましたから、さ
っき、ラジオで。

全員ため息のように「ええーっ」

くらもち ……通り過ぎてきたところだし。
東海林 １本遅かったらどうなってるかわかりませんでしたね。
くらもち いやあ、案外間一髪だったのかも知れないですね。
東海林 そう考えれば運がいい。

音喜多、三上に耳打ちする。

三上 あのぉ。すいません！トイレ！幸子ちゃん、トイレに行きた
いそうです！
くらもち 我慢してたの？
音喜多 うん。
三上 運転手さん、トイレお願いします！ 緊急事態です！
加藤 え？ ああ、はい、ええ？
三上 すみません可能であれば、ちゃんとしたトイレがありそうな
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車、Ｕターンする。
くらもち いやあ、レンタカー借りなくて正解だった。これじゃ土
地勘ないと絶対わかんないもんね。いくらナビあっても。
三上 常磐線はいつ復旧するかわかりませんしね。
加藤 まあしばらくは無理でしょう。小高の方は駅前まで水来たっ
て言うから。
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ところで、どうしても間に合わなそうであれば、ちょっと隠れら
れそうなところで……。
加藤 どのくらい大丈夫ですか？
三上 とりあえずあと５分我慢！
音喜多 うん。
加藤 ★トイレって……コンビニは閉まってるところ多いだろうし、
トイレねぇ……大野の街の中行けば、まあ、どっかなんかあるで
しょう……。
三上 ★我慢できる？
音喜多 まだ、大丈夫。
加藤 いざとなったらあれですよ、そこら辺ですよ。
音喜多 うん。
東海林 俺たちはまあどこでもいいんだけどねぇ……。
佐藤 あんまり遠回りはしないでくださいね。間に合わなくなっち
ゃいますから。
三上 佐藤さん、そんなこと言わないでくださいよ。幸子ちゃん、
かわいそうじゃないですか。
佐藤 すみません……。
東海林 まだあきらめてないの？
佐藤 はい。最善の努力を……。
三上 何もこの非常事態に最善の努力なんて……。
佐藤 いやいや、非常事態だからこそ最善の努力なんです。
東海林 佐藤さん、二兎を追う者は一兎も得ず、ですよ。
佐藤 私は、二兎でも三兎でも追いますよ。これまで、わたしはい
つも、その、最善の努力をする手前で、あきらめちゃってたんで
すね。でも、今回このような事態にはなっちゃったけれども、い
や、このような事態だからこそ、頑張ってみるべきなんじゃない
かと思ったんですよ！
東海林 そういった努力は違う方向に向けた方がいいんじゃない
かなぁ。
加藤 あの、ガソリンスタンド閉まってるけど、ありますね。もし
かして、トイレだけでも開いてれば……。
音喜多 お願いします！
加藤 んじゃとりあえず寄ってみるだけ寄ってみますね……。
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タクシーを停める。加藤を残し、全員降りる。

くらもち 外には……ないかな？
佐藤 こっちはないね。
東海林 あった！でも、中だ！閉まってる。
音喜多 ええーっ、
三上 ええーっ。
加藤 あの、もうちょっと行けばなんかありますから。
全員、車に乗り込む。

三上 ★大丈夫？
音喜多 あのぉ、後ろに座ってください。私、一人で座った方が…
…いいかも。
三上 じゃ、がんばって。
東海林 ★なんかって何があるんですか？
加藤 このあたりは何とかセンターとか何とかセンターとか何とか
センターとか結構あるんですよ。その、公共施設みたいなのが、
いっぱい。
東海林 ああ……。
くらもち んじゃまず、行きましょう。
後ろに４人並ぶ。

三上、何となく隠れる。

加藤 まだ大丈夫ですよね？
音喜多 うん。
加藤 あちゃー、通行止め。警察だよ……。
三上 隠れて！
くらもち いや、隠れるのは三上さん。
三上 あ、はい……。

32

畑澤 すいません、ここから先通行止めです。ここ右折して迂回す
るか、戻って手前を右折するか、いずれ右折で、山の方にお願い
します。
畑澤、車をのぞき込む。
畑澤 あれぇ？ 一人多くないですか？
佐藤 この非常時に何言ってんだ！ そんなこと言ってる場合じゃ
ないだろ！
佐藤、激高する。びっくりするみんな。
畑澤 ああ、いや、はい。
佐藤 状況を考えてみたまえ！みんな必死で何とかしようとしてる
んじゃないか！
畑澤 ああ、はい、いや、でも、危険が……。
佐藤 ここに誰かを一人置き去りにする方がよほど危険じゃない
か！それとも警察は責任を持って送り届けてくれるのか？
畑澤 ああ、いや、あ、そうですね……あの、お気をつけて……。

にヤバイかも知れません。
佐藤 そこで油断しちゃダメだ！あそこがゴールじゃない！無事に
終わったらそれがゴールなんだ！
音喜多 はい！
東海林 ちょっと、調子にのってんなぁ。
加藤 よし来た、何とかセンター的なところですね……。
三上 開いてるかしら？
東海林 あ、トイレのマークある。
くらもち 暗いなぁ。
加藤 はい、お待たせしました。

そっち！ そっちだから！

加藤以外、飛び降りるように車から降りる。
東海林

上手を指さす東海林。

音喜多 ありがとうございます！
佐藤 まだだ！ まだ安心しちゃいけない！三上さん、ついってっ
てあげなさい。
三上 あ、はい。

音喜多、上手に去る。それぞれため息をつく。

ぞろぞろと上手に去って行くみんな。

くらもち 何とか間に合ったかな……。
佐藤 ……ちょっと、一息入れますか……。
くらもち そうですよね、今さら急いだってしょうがない。
東海林 ……しかし、冷えますね……。
くらもち 俺も、トイレ行っとこうかな。
加藤 んじゃわたしも……。
東海林 それじゃあついでに……。
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三上、起き上がる。畑澤、去る。
加藤 余計な時間取っちゃいましたけど、まだ大丈夫？
音喜多 はい……。
加藤 こっちの方になんかあったかなぁ……。
くらもち しかし佐藤さん、すごい気合いでしたね。
三上 あたしも、びっくりしちゃいました。
佐藤 いやあ……。
加藤 あれ？ あそこは、なんかだな……。
くらもち ああ、なんかですね。
東海林 ああ、そうですね、なんかですね。
佐藤 なんかだなんかだ。
三上 あとちょっと我慢してね。
音喜多 はい……でも、そのなんかが、何でも無かったらさすが
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佐藤 ええっ、だったらわたしも……。
残される佐藤。深呼吸をして、後を追う。
誰もいなくなる。
間。
音喜多、
「きらきら星」を歌いながら戻ってくる。誰も乗って
いないタクシーを見つめ歌い続けるが、見えないはずの原子
力発電所に気づき、歌をやめる。原発の方向をじっと見つめ
る。くらもち、登場。
くらもち 幸子ちゃん、間に合った？
音喜多 ……。
くらもち 幸子ちゃん。
音喜多、くらもちに原発を指し示す。
くらもち なに？
くらもち、音喜多の近くまで来る。
音喜多 ……。
くらもち なに見てるの？

くらもち そっか。
音喜多 ……。
くらもち おうちに帰らなきゃ。
音喜多 ……。
くらもち 帰りなさい。
音喜多 それは無理というものでしょう。
くらもち どうして？
音喜多 だって、もうないんだもん。
くらもち ない？

音喜多、くらもちを見る。

音喜多 ないじゃん、今まで住んでたとこなんて、もう。
くらもち ・・・・・
音喜多 今までの場所は、もう今までの場所じゃないんだよ。
くらもち ・・・・・

音喜多、また原発のある方角をじっと見つめる。

くらもち じゃ、どうするの？
音喜多 ……行かなきゃ。
くらもち どこへ？
音喜多 お父さんのとこ。
くらもち だって、お父さん、どこにいるの？
音喜多 ……行かなきゃ。
男たちの声。

話しながら、東海林、佐藤が帰ってくる。

東海 林 携帯で 照らし ながら って のもな かなか 無い経 験で すね 。
佐藤 写メ撮 っちゃ おう かと思 ったけ どあん まり 間抜け なん でや
め ました。
東 海林 水も なんだ かんだ とちょ びっ とは出 ました から ね。
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音喜多、答えずにじっと原発のあるあたりを見つめている、
くらもちも目をこらすが、くらもちには何も見えない。
くらもち ほんとはどこまで行きたいの？
音喜多 ……。
くらもち どこに行くつもりだったの？
音喜多 ……お父さんのとこ。
くらもち お父さん、どこにいるの？
音喜多 ……わかんない。
くらもち お母さんは？
音喜多 ずっと前に死んじゃった。
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佐藤、先に戻った音喜多、三上を見つけて。
佐藤 ★間に合った？
音喜多 間一髪セーフでした。
佐藤 おめでとう！
音喜多 ありがとう！
佐藤 お礼なら加藤さんに言って。
音喜多 あ、はい。
東海林 加藤さん、遅いですね。
佐藤 ですよね。
くらもち ……あと、どのくらいですか？ いわきまで。
東海林 ああ、あと半分くらいじゃないですか？
佐藤 半分行きましたかね？
東海林 ああ、まだ半分来てないか……。
加藤、戻ってくる。
加藤 やっ ぱりみ なさ ん若い ですね 。
東 海林、 佐藤 、くら もち 若くな いで すよ。
加藤 いや あ、あ たしに 比べ れば、 もう勢 いも何 もか も…… お嬢
ち ゃん、 真っ暗 で、 恐くな かった ？
音喜多 わり と暗 闇大丈 夫なん で。
加藤 ★ えらい ねぇ… …。
東海林 ★せ っかく だか ら、記 念写真 でも撮 って いきま しょ う 。

加藤 あっても困りますけどね……。
三 上、戻 って くる。

佐藤 三 上さん 、三上 さん。
三上 お待た せしま した 。なに やって んです か？
佐藤 集合 写真集 合写 真。
三 上 あ 、は い。
東海 林 三 上さん 真ん中 に、 女子二 人で並 んで、 それ をおや じが
囲 むと。
三上 はい… …。
東海 林 わたし 、そこ に入り ます んで… …い いですか ？ん じゃ撮
ります よ… …。
パ シャ ッとス トロ ボ。

三 上 び っくり した ぁ…… 。
東海林 間違 っち ゃった 。え ーと、改 めて 参りま す。

東海林 、タ イマー をセッ トして シャ ッター を切る 。素 早く
走 り込んで 端っ こに納 まる 。する と、地 鳴りと 共に 揺れが
来る。

く らもち ★ ああ、 また来 たまた 来た ……。
佐藤 ★ゆれ てる ？ ゆ れて ます？ ゆれ てます よね ？
三上 ★ 大丈夫 です かね？
東海林 ★ち ょっ と待っ たぁー ！

東海林 、慌て てカ メラに 戻ると 、スト ロボ が光る 。

東 海林 ああ 、また 撮れち ゃった 。ま あいい や、今 度こ そ行き ま
すよ 。
佐 藤 ま だちょ っと 揺れて る。
くらも ち う ん、 まだま だ。
加藤 今 回のは 余震も 長いで すよ ね。
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東海林、撮影のセッティングを始める。
く らもち そう です ね、そ れ良い ですね 。
佐藤 三上さんが戻って来ないと。
くらもち ★もう、戻ってくるでしょ。
東海林 ★ちょっと軽く並んでみてもらえます？
加藤 私、撮りましょうか？
東海林 ★セルフタイマーですから。
くらもち ★加藤さんも入りましょう、こういうことなんてまずな
いんだから、一生にもう二度と無いんだから……。
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三上

ホント に…… 。
次第に 揺れが 収ま ってく る。

東 海林 さて 、気を 取り直 して、 撮り ますよ 。はい 並ん で…… 撮
りま ーす。
走り込 んで 並ぶ東 海林。
東海林 今度 は揺れ ない でよー 。
くら もち 大丈夫 大丈 夫。
東 海林 笑っ てー。
ス トロボ が光 り、写 真を撮 る。

やだぁ、あたしやっぱり目が半開き。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫じゃないですよ。
ちゃんと、キレイに撮れてますよ。

東海林、タイマーをセットしてシャッターを切る。素早く
走り込んで端っこに納まる。少しして、パシャリ。
東海林、カメラを取り上げ、再生する。くらもち以外、回
りに集まってきて、覗き込む。

東海 林 さて、 上手く 撮れて ると いいん ですけ ど…… 。
三上 あたし 目ぇつ ぶっ たかも 。
東海 林 ス トロボ 見え た？
三 上 え え、 まあ… …。
東海 林 な ら大丈 夫。

三上
佐藤
三上
佐藤

く らもち あ っちの 方、な んだか 薄ぼ んやり 明るい よう な気が し
ますけ ど… …。
加藤 暗いで すけ どね… …。
くら もち でも、 なん か、真 っ暗な んだ けど、 真っ暗 な中に も暗
い ところ と明る いと ころと あるよ うな ……。
東 海林 そう 言われ てみる とそん なよ うな気 もしま すけ ど…… 。
くらも ち あ れはな んで すか？
加藤 ああ、 あれ ね…… 。あ れは…… フク イチか な… …。
佐藤 ああ 、そう かそ うか… …。
東海 林 そうだ ね、フ クイチ だね 。
く らもち フ クイチ って言 うと… …。
加藤 福島第 一原子 力発 電所ね ……。
くらも ち へ え… …。

メ ロス、 目を こすりな がら 登場。

メロス メロ ス、寝 過ご しまし た。妹 の結婚 式の 翌朝で す。日 暮
れまで に間 に合わ なけ ればなり ませ ん。メ ロス 、ぶる んと両 腕
を大 きく振 って 、矢の 如く走 り出ま した 。

メ ロス 、舞台 をぐる ぐる回 る。

私 は、今 宵、殺 され る。殺 され る為に走 るの だ。身 代り

メロス 、舞台 を回 り終わ る。

加藤 大野駅 目指 してた からね 。いつ の間 にか近 くまで 来て たね。
くら もち フクイ チって いう んです ね。
加藤 そ う、フ クイチ 、フク ニ。 フクイ チに６ 基、フ クニ に４基 、
合 わせ て１０基 の原 発が福 島に はある のね。
くらもち 詳 しいで すね 。
加藤 常識常 識、 福島人 の常識 。ねえ 。
佐藤 ええ 。
くら もち ああ、 なる ほど。

メロ ス
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く らもち 、バ ックに した暗 闇（客 席側 ）を眺 めて いる。
くらも ち あ っちの 方が 、海で すかね ……。
佐藤 結構高 台だ な…… 。
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の 友を 救う為 に走る のだ。 王の 奸佞邪 智を 打ち破る 為に 走るの
だ。若 い時 から名 誉を守 れ。さ らば 、ふる さと。
メロ ス、舞 台を ぐるぐ る回る 。
く らもち し かし、 大丈夫 なんで すか ね、
佐藤 なにが ですか ？
くら もち こ の地 震で、 フク イチ。
佐藤 え、 だって 、世 界に誇 る安全 基準 なんで しょ？ ね？
加藤 そ う。あ んまり 素晴ら しい んで、 ヨー ロッパか ら視 察に来
た らし いです よ。建 設中に 。
くらも ち で も、津 波も 来たで しょう 。
メロ ス、は たと 止まる 。
メ ロス メロス 、は たと、 とまり まし た。見 よ、前 方の 川を。 き
のうの 豪雨で 山の 水源地 は氾濫 し、ど うど うと響 きを あげる激
流 が 、 木 葉 微 塵 に 橋 桁 を 跳 ね 飛 ば し て い ま し た 。「 あ あ 、 神 々
も照 覧あれ ！濁 流にも 負けぬ 愛と誠 の偉 大な力 をいま こそ 発揮
し て見せ る！」 どりゃ ああ あああ ああ ああッ！
メロス 、ざん ぶと 流れに 飛び込 み、泳 ぐ。

５人は タクシ ーに 乗る。 メロス 、川を 泳ぎ 切る。
メ ロス、 見事、 渡り 切った 時、 目の前に 一隊 の山賊 が躍

り 出 ま し た 。「 持 ち も の 全 部 置 い て 行 け 」「 私 に は 命 の 他 に は 何
も無い 。そ のたっ た一つ の命も これ から王 にくれ てや るのだ 」
「 そ の 、 命 が 欲 し い の だ 」「 さ て は 王 の 命 令 で 、 こ こ で 私 を 待
ち伏 せして いた のだな 」どり ゃああ ああ あああ ああ ッ！

メ ロス 、山賊 と戦う 。
タクシ ーはい わき に近づ いてい く。

やん ぬる哉 。

メ ロス、 山賊 に勝つが 、へ ろへろ であ る。

三上 眠く ない？
音喜 多 全然。
三 上 私 も。
くらも ち た しかに 眠く 、なり ません ね…… 。
佐藤 これだ け暗 くて車 に乗 ってたら 、眠 くなっ てい てもお かし
くな いんで すけ どね。
東海 林 ……あ とどの くらい です か？
加 藤 あ あ、ま あ３ ０分く らいか な。 さすが に４時 間も 乗って る
と、不 安にな って きます よね、 本当に 着く のかっ てね 。でも 、
大丈夫 、着 実にい わき に近づい てま すから 。

メロス

メロ ス、ど う、 と、倒 れる。
タ クシー はい わきに近 づい ていく 。

くらもち あ ー、街 の明 かりが、 あり ますね …… 。
加藤 ああ、 いわ きは停 電して ないん です ね。
三上 ホン トだ。 電気つ いて る。
佐藤 そ うですね ぇ。
く らもち 明か りが ついて るって いうこ とは 、案外 大丈 夫なんで
すかね 。
三上 だとい いん ですけ ど…… 。
東海 林 こ ればっ かりは 行っ てみな いと わからな いで すね。
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東海 林 す ごい堤 防があ るん ですよ ね、 たしか 。
加藤 こ んな長 くて高 い堤防 は空 前絶後 で、世 界中ど こ探 しても
な い、 とか言っ てま したよ 。建 設
n 中に 。
くらもち へ え。
加藤 だいた い、 事故起 きてた ら、も う、 私たち みんな 死ん でる
でし ょ。
くら もち ま、そ りゃ そうで すよ ね。

メロ ス
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メロス 、ふ らふら と立ち 上がる 。
メロ ス 私 は信頼 に報 いなけ ればな らぬ 。私を 、待っ ている 人が
あ る。私 の命な ぞは 問題で はない 。私 は信頼 に報い なけれ ばな
ら ぬ。 いまは ただそ の一事 だ。 走れ！ メロス ！
と、 メロス 、スロ ーモ ーショ ンで走 り去る 。く らもち だけ
が、 走り去 るメ ロスを じっと 見て いる。

６．いわきに到着

東海林 はい 、ちょ うど 出そう です。
くら もち そうで すか ？すい ませ ん、こ ちらか らお誘 いし たのに 。
東海林 いや いやこ ちら こそ助か りま した。
佐藤 やっ ぱり美 しいで すね 。信頼 って 。

四 人、 ごそご そと財 布を取 り出 し、お 金を出 す。 くらも ち
が集め る。

くら もち はい 、じゃ あ、ち ょう ど２万 ２千円 で。
加藤 はい、 ありが とう ござい ました 。

く らも ち、支 払う 。全員、 車か ら降り てそ れぞれ 伸びを す
る。

くらも ち 四 時間 半かか りまし たね、 結局 。あり がと うござ いま
し た。加 藤さん 。
加藤 仕事で すから 。
三上 これ からま た、 四時間 半か けて帰 るんで すよね ？原 ノ町ま
で。
加藤 仕事 ですか ら。
東 海林 大変だ なぁ 。
加藤 仕事で すか ら。
くら もち …… ガソ リンって 言う か、ガ ス、 間に合 うんで すか？
加藤 間に合 いま すよ。 まだ半 分以上 あり ますか ら。
佐藤 … …あの、 気を つけて 。
加藤 は い… …。
タ クシ ー、走 り去る 。

く らもち それ じゃ あ、み なさん 、どう しま すか？
東海林 僕は ホテ ル取っ てます から。 歩い てすぐ そこな んで 。
くら もち そうで すか 。
東海林 明日 の受験 相談 会、ど うなる かワカ ンナ イです けどね 。
くら もち これば っか りはな んとも ね、
東 海林 じゃ 、皆さ ん、お 気を付 けて 。
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タク シーは いわき に到 着する 。
加藤 は いお 疲れ様 でし た。
くら もち いや着 きまし たね 、いわ きに 。
三 上 途 中か ら、た どり着 かない んじ ゃない かとひ やひ やして ま
した 。
東海 林 いやあ 、最 初は、相 乗り して助 かっ たと思 ったん ですけ
ど、途 中か らほん とにこ れで良 かっ たのか って不 安に なりま し
た からね 。
くらもち だ んだん 無口 になっ てきま したも んね 。みん な。
東海 林 で も、ほ んと に良い んです か？ ２万２ 千円で 。
加 藤 は い、 でも、 会社に は言わ ない でくだ さいよ 。
東海 林 それ は大 丈夫で すけ ど、す みませ ん。
く らもち えー っと ね、幸 子ちゃ んはい いか ら、一 人５千 円で 。
音喜多 どう も。
音喜多 、車か ら先 におり る。
東 海林 いや いや、 ２万２ 千円だ から 、一人 ５千５ 百円 でしょ ？
くら もち いやい やいい です よ。
三 上 い やいや 、ち ゃんと 割りま しょう 。
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一同

お気を 付けて 。
東海林 、去る 。

く らもち （ 音喜多 に）え ーっと 、ど うする の？
音喜 多 お父 さん 迎えに 来る から大丈 夫。
くら もち ホン ト？
音喜多 ホン ト。
三上 本 当に？
音喜多 ホン トだよ 。
くら もち おじさ んと 一緒に 来る？

もらえ るっ て信じ て旅を 続ける んで す。で も、や っと の事で オ
ズ にたど り着い たとき 、魔 法使い に言わ れるん です よ。
くらもち 「 オマエ たち はもうそ れを 持って おる よ」
佐藤 そう 。旅で 幾多の 困難 を乗り 越え るうち 、弱虫 のライ オン
は 勇気 を、か かしは 知恵を 、ブ リキの 木こり は熱い 心を 、それ
ぞ れ 自 分 の 力 で 獲 得 し て い た ん で す よ 。・ ・ ・ つ ま り そ う い う
こ とです 。
☆三上 ・・ どう いうこ とです か？
☆く らも ち ・・ どう いうこ とで すか？
佐藤 ワ カン ナイか なぁ 、私は 合コン へと向 かう この長 い旅の 果
て に 、（ 三 上 に 向 か っ て 、「 あ な た を 」 な 、 ポ ー ズ ） 獲 得 し た ん
で すよ 。
☆三 上 （ 絶句す る）
☆ くらも ち （ 絶句 する）
音喜多 ばか だ。
佐藤 よ ろしけ れば、 ケータ イの 番号と か、教 えてい ただ けませ
んか？
三上 幸子 ちゃん 、じ ゃあね 。
音 喜多 うん 。あり がとう 。
三上 元気 で。
音 喜多 うん。 元気 で。
三上 （くら もち に）お 世話に なりま した 。
くら もち お気 をつけ て。
佐藤 あの、 私は、 駅前 のいわ きホテ ルに宿 取っ てるん です が 。
三上 （に っこり ）逆 方向で す。
佐 藤 あ の、

三 上、 早足で 逃げる ように 去る 。

佐藤 ・ ・・・ ・・ 。
くらも ち ま 、なん てい うか、 あれだ な。
音喜 多 あ れだな 。
佐藤 ・ ・・ じゃ、 そう いうわけ で。
くら もち どうす るの？
佐 藤 僕 は、 必ず立 ち直り ます。 じゃ 。
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と、 音喜多 、携帯 を取 りだし 、通 話する。
音 喜 多 ・ ・ ・ あ 、 も し も し お 父 さ ん 。 私 。・ ・ ・ う ん 。 い ま 着
い た。親 切な人 に載せ て貰 った。 うん 。タクシ ー。 じゃ、 待っ
て る か ら 。（ 切 る ）・ ・ ・ ・ そ う い う こ と だ か ら 。
三上 ・・ ・そう 。
く らもち （ 佐藤に ）どう するん です か？合 コン？
佐藤 はあ 。
く らもち さす がに 相手は 来てな いでし ょ？
佐藤 そうで すね 。
くら もち 電話 しなく ていい んで すか？
佐藤 そのこ となん です けど。
くら もち え？
佐 藤 （ 三 上 に ）「 オ ズ の 魔 法 使 い 」 っ て 観 た こ と あ り ま す ？
三上 ディ ズニー の？
佐 藤 え え。僕 、い ま、そ んな気 持ちな んで すよ。
三上 は？
くら もち 全然 ワカ ンナイよ 、そ れ。
佐藤 主人公 のドロ シー 、って 女の子 に三人 のお 供がつ くん です
ね。
三上 ラ イオ ン、か かし 、ブリキ の木 こり。
佐藤 そう 。弱虫 のライ オン は勇気 が欲 しい。 かかし は知恵 が欲
し い。 ブリキ の木こ りは熱 い心 が欲し い。オ ズに行 けば それが
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くらも ち 気 をつけ て。
佐藤 （ 力なく手 を挙 げて応 える ）
佐藤 、退場 。残 される くらも ちと 音喜多 。
音喜 多 ・・ ・じ ゃ、私 も、 行くわ。
くら もち え？ お父 さん迎 えに来 るんで しょ ？
音喜多 そん なこ と言っ たっけ ？
くら もち え？
音喜多 いわ きの女 によ ろしく 。
くら もち そんな んじ ゃない ってば 。
音 喜多 じゃ 。
くら もち あ、う ん。じ ゃ、

・・・ やっ ぱ、駄 目か。

音喜多 、去 る。一 人残っ たくら もち 、携帯 電話 をかけ るが、
や はり出 ない 。
くら もち
と、 着信。 すかさ ず出 る。
くらも ち あ 、も しもし 、くら もちで す。 あ、は い。… …や っと
繋 がった 。大丈 夫でし たか ？…… あー 、そう ですよ ね。… …え
え、い ま、 着きま した。 いわき です 。駅。 ……い ま、 どんな 状
態 ですか？ …… まあ、 そう ですよね 。

あ 、ち ょっと 待っ て。来た 来た 。いま 揺れ てます よ

緊急 地震速 報が あちこ ちから 聞こ える。
くらも ち
ね？

仕方な いで すね。 じゃま た、そ のう ちって ことで 。ま 、公演 は
１ ２月で すから 、後日 改め ていろ いろっ てこと で。 ……え え 。
とりあ えず今 日は ホテル に。い や、ホ テル に行き ゃなん となか
るで しょ。 はい 。わか りまし た。じ ゃ。
電話 を切る 。

くらも ち え ーっ と、く らもち です。 これ までご 覧頂い たの は 、
だ いたい 僕があ の日、 体験 した内 容です 。その 後、 どうな った
のかと いうと 、

と 、く らもち 、台詞 のよう では なく、 素の ままで 、客席 に
語り かける ように 、２ 分くら いで 以下の体 験を 話す。

・ホテ ルの部 屋に は入室 できず 、レス トラ ンで毛 布にく るま り 、
そ こでは じめて テレビ で津 波の映 像を 観たこと 。
・自家 用車を 仙台に 置い ていた ので、 ふたた び有 志を募 り、 レン
タカ ーを乗 り継 いで仙 台ま で来たこ と。
・ 仙台か ら盛 岡まで 車に乗 って北 上し たこと 。

メ ロスが走 り出 てくる 。舞 台中央 に至る とその 場走 り。く
ら もちは それ を見て いる。

メロス メロ ス、 黒い風 のよう に走り まし た。犬 を蹴と ばし 、小
川を 飛び越 え、少 しず つ沈ん でゆく 太陽の 十倍 も早く 走り まし
た 。急げ、 メロ ス。約 束の 刻限は夕 暮れ 。

夜 か らゆ っ くり と 夕暮 れへ 。

夕 暮れ か ら、 夕 闇へ 。

く ら もち 夕 暮 れ、 夕暮 れ 夕暮 れ 夕暮 れ夕 暮 れ… … 夕暮 れ を
完 全に 把 握し ま した … …。
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し ばらく無 言で 揺れる くら もち。 次第に 揺れが 収ま る。
くら もち そんな に、大 きく なかっ たで すね。 ……え ーっ、 劇団
員 の方 が？ ……あ あ・・ ・ご 心配で すね。 ……そ うで すか 。
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くらも ち 街 灯も消 えて る。暗 いねぇ …… 信号も 消えて る、 危な
い ねぇ… …家の 明かり も、 お店の 明かり も見え ない 。ただ 、車
のヘッ ドライ トだ けは光 ってて 、もち ろん 対向車 もいて 、暗闇
の中 をただ ひた すら走 ってる んだよ ね。 そうす ると、 なん か 、
こ こど こなん だろう って思 っち ゃうわ けだ。 車を連 ねて 、この
世な らぬと ころへ 走っ てるよ うな、 宇宙を 走っ てるよ うな 、海
底 を走っ てるよ うな 、そん な気に なっ たんだ 。長い 坂道を 下り
ながら 、ず っと向 こうの 丘をの ぼる ヘッド ライト の列 が、だ ん
だ ん短く なって いって 、自 分もそ こに近 づいて 行く 。丘の 向こ
うに消 えてい く車 は、一 体どこ に行く んだ ろうと 思い ながらあ
とを ついて 行っ たんだ けど。 その丘 を越 えたの か越え なか った
の か… …それ がよく わから ない 。
メ ロス、 だん だん遅 れて舞 台上か らい なくな る。
くら もち …… 見慣れ た街ま で戻 って来 て、と ころど ころ 明かり
が点い てた。 でも 、大体 は真っ 暗で… …近 所まで 戻っ て来て も
やっ ぱり真 っ暗 で…… 普段 の街並み があ んな暗 闇に 包まれ てい
る のを 見たら 、少 し震えた 。車 を降り て、 何となく 、空 を見上
げた 。あん なにき れい で悲し い星空 は、初 めて 見た。

暗 闇 の 中 、 妻 （ 三 上 ） と 子 （ 音 喜 多 ）、 登 場 。 キ ャ ン プ 用
のラン タン の明か り。

と、 妻と子 、速 攻でビ ールの 支度 。
メ ロス が登場 。家の 中を走 りだ す。く らもち 、そ れに驚 く

メル ニ ャー。
く ら も ち そ ー か そ ー か 。（ 妻 に ） 心 配 掛 け た な 。
妻 （こく り）
く らもち 家 はどん な感じ なの？
妻 揺れたけ ど、 なにも 壊れ てない。 水道 も出る 。電 気が復 旧し
て ないだ け。
くらも ち そ うか 。
妻 ばか ばかばか ！心 細かっ たの よー！
くらもち ご めんな 。
子 あ ー 、 お か あ さ ん 泣 い て る −。
妻 バ カ ね 、 泣 い て な ん か な い わ よ 。・ ・ ・ 泣 い て な ん か 、・ ・ ・
泣い てなん か・・ ・え ーん（ と、く らもち に甘 える）
子 ・・ えーん （そ れを見 て負け じとく らも ちに甘 える）
くらも ち 頑 張っ た、よ く頑張 ったな 、
妻 ご飯 にしま すか？ あなた の好 きなわ んこそ ば作っ て待 ってた
の。だ って盛 岡だ もん。 はい、 どんど ん。
子 はい、 よいし ょ。
妻 はい 、ど んどん 。
子 はい、 よいし ょ。
く らもち ・・ ・え ーっと 、とり あえず 、ビ ール飲 みた い。
子 お 父さん の好 きなベ アレン ビール 買っ てある よ。だ って 盛岡
だ もん。
くらも ち あ ー、で も、 冷えて ないだ ろ、冷 蔵庫 アレだ と。
妻 大丈夫 。冷え 冷え よ。外 に出し てお けば凍 っちゃ うくら いよ 。
☆ だっ て盛岡 だも ん。
子 ☆だっ て盛岡 だもん 。
く らもち そー かそ ーか。 はっは っはっ はっ は。
★妻 はっは っは っはっ は。
★子 は っはっ はっ はっは。
妻 じ ゃ、娘 。
子 じゃ、 おかあ さん 。
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子 おか えり 、お父 さん！
妻 おかえ り、あ なた！
く らもち おー ！無 事だっ たかー ！
子 う ん！無 事！
くら もち 誰も ケガ してない か？
子 誰 もケガ してな いよ ！ お 父さん がハゲ てる だけ。
くら もち こいつ ぅ！
子 メル もげ んき！
メ ル（ 三上） もうれ しそう 。
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が、妻 と子 には見 えてい ない。

お ひとつ 、ど ーぞ。

と、 南部鉄 器ビア マグ を渡す 。

くらもち ・ ・・・ ・。
妻 はい、 お気に 入りの ビア マグ、 南部 鉄器よ 。

子

く はー。

と、ビ ールを 注ぐ 。くら もち、 それを 飲む 。
く らもち
飲 みつつ 、く らもち 、メロ スが気 にな る。
子、く らも ちの膝 に乗る 。
子 ね ーねー 、お父 さん 、おは なしき かせて 。い わきは どう だっ
たの ？
妻 お父 さん 、疲れ てるん だから 、明 日にし なさい 。
子 やだー 、いま きくー 、い まきく ー。
妻 もー 、しょ うが ない子 。
くらも ち 何 から 話そう かな。 だいぶ 長い からな 。
子 じゃ 、かい つまん で、ひ とこ とで言 うと どんな感 じ？
くらも ち そ うだな 、
と 、く らもち 、メ ロスを気 にし ながら ビー ルを一 口飲む 。
・・ ・楽 しかっ たな。

くらも ち ま あ、そ うな んだけ ど、
子 ふき んしんっ て、 なに？
くらもち そ れはね 、新 しいヒー ロー の変身 のか け声だ よ。
子 ほんと ？
く らもち 仮 面ライ ダーフ キソウ ジ、 ってい うの。 ふき んを持 っ
て、 ふきー んしー ん！
子 すげ ー。
妻 嘘 教えな いの 。まっ たく、 困った お父 さんね え。
くら もち はっは っは っはっ は。
★妻 は っは っはっ はっ は。
★子 はっ はっは っは っは。

・・ ・ずっ と走っ てた のか？

絵に 描いた ような 一家 団欒。 くら もち、ビ ール をもう 一口
飲 む。メ ロス はまだ 走って いる。
くら もち

メロ ス、無 言で 走り続 ける 。

了

くら もち もう、 いいよ 。む だだよ 。
メ ロス 走るよ り他 は無い 。
くらも ち だ って さぁ、
メロ ス 間に合 う、間 に合わ ぬは 問題で はな い。私は 、な んだか
わから ない 、恐ろ しく大 きなも のの 為に走 ってい るの だ。
メ ロス 、走り 続け る。
・・ ・・ そうか 。

メ ロス、 走り 続ける 。ゆっ くりと 暗転 。

く らもち
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く らもち

メ ロス、 走っ ている 。
くら もち しかた ない だろ、 本当 に、楽 しかっ たんだ から 。
妻 あな た？
くら もち いや、 なんで もな い。
妻 それ にし ても、 不謹慎 ね。
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※ 太宰 治 「走 れメ ロ ス 」（ 青 空文 庫） から 一 部引 用し ま 」し た。

渡辺 源四郎 商店 合同公 演
×

（作 者の 死後 五 〇年 以上 経 過し てい る ため 、著 作 権は 消滅 し てい ます ）

架空 の劇団

「震災タクシー」
作・演 出 く らもち ひろゆ き、 畑澤聖 悟、工 藤千 夏
［出演 ］
くら もちひ ろゆき （架 空の劇 団）
佐 藤 浄 （架 空の劇 団）
加藤 隆 マ
( ーブ ル局 )
東 海林 浩英（ フリ ー）
畑澤 聖悟（ 渡辺 源四郎 商店）
三上 晴 佳（渡 辺源四 郎商店 ）
音喜多 咲子 （渡辺 源四 郎商店 ）

［上 演記録 ］
２ ０ １ ２ 年 ９ 月 １ 日 （ 土 ）、 ２ 日 （ 日 ）
アトリ エ・グ リー ンパー ク（ 青森県青 森市 ）
２ ０ １ ２ 年 ９ 月 ８ 日 （ 土 ）、 ９ 日 （ 日 ）
長久 手市文 化の家 風 のホー ル（愛 知県長 久手 市）
（第６回 長久 手地域 演劇 祭参加）

２０１ ２年１ ２月１ ５日 （土） ～１６ 日（ 日）
いわ き芸 術文化交 流館 アリオ ス小 劇場（ 福島県 いわき 市）
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２ ０ １ ２ 年 １ ０ 月 １ ３ 日 （ 土 ）、 １ ４ 日 （ 日 ）
盛岡 劇場タウ ンホ ール（ 岩手 県盛岡市 ）
（第 ６５ 回岩手 芸術 祭参加）
２０ １２ 年１１月 ９日 （金） 〜１ １月１ １日（ 日）
こまばア ゴラ 劇場（ 東京 都目黒 区）
（平 成２４ 年度文 化庁 芸術祭 参加）
53

