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なにはともあれ夏は来る



シカゴ（更科 夏帆）： 清水 智未

今年に入って新しい家族が増えました !　ヨークシャテリアのまだまだ 1 歳にもならない男
の子。家が、賑やかですw　毎日6キロ散歩しても「遊ぼう !」って玩具を持ってくる元気っ子 !
お陰で運動不足は徐々に解消されてる気がしますw
小型犬の寿命は 12 年位。ここから 10 年と言わず 20、30 年と一緒に散歩して行きたいな～

もんじ（門司 徹）： 笹本 純一

草刈りを10年ずっと続けてきました。きっと死ぬまでやる事になるでしょう。この時期は刈っ
ても刈ってもすぐに生えてきます。この公演が終わる頃にはどのくらい生え散らかってる
のか…あぁおそろしい…

トム（戸村 隆）： 加山 到（( 有 ) グル―）

ふと気づけば還暦という節目まであと 2年。1000 枚以上のレコード、1500 本以上のビデオ・
DVDを終活の名の下に処分していくのが 60 歳からの目標。まだ早いかなぁ…。

ヤス（安川 智哉）： リベロ （川口プロヂュース）

飽きっぽい自分がお芝居だけは 10 年以上続けてきました。というより「しがみついてきた」
と言う方がしっくりくるかもしれません。これからは並行して YouTube と動画編集も続け
ていけたらと思います。どちらのリベロもよろしくお願いします。

ケイコ（遠藤 慶子）： 岸本 尚子

結婚生活 ( 笑 ) ただいま 9年目。
来年無事に 10 周年を迎えて、そこからさらにまた 10 年笑って続けていけたら良いな。
そのためにも、健康に気を付けようと思います ( 笑 )

先ずはひとえに、このご時世に劇場へ足を運ぶという選択をしてく
ださった事に感謝です。

突然ですが、僕は母子家庭で育ちました。三人兄妹の次男です。
死別というわけではないので、当然離婚した父親がいます。
当然その父にも、父と母がいます。父方の祖父と祖母。
父と祖母とは、祖父が他界した時以来、もう何年も会っていません
し連絡すらまともにとっていません。
コロナのお蔭でしょうか。最近、祖母とたまに連絡をとるようにな
りました。
寝る前には必ず本を読み、お化粧を欠かさず、おしゃべりが大好き
な九十三歳の祖母。
何処か気品の漂う祖母は、昔と変わらず色んな事を教えてくれます。
歴史の話、文学の話、戦争の話。そして父の話。
祖母とは打って変わってろくでもなかった父は、今はどうやら養護
施設に勤めているらしく、
子供達から「鷲尾さんが来たー！鷲尾さんだー！」と喜ばれ頼りに
されているそうです。
なんだなんだ。随分と慕われてるじゃねーか。頑張ってんな。と思う。

cast  comments about “10 年続けたい or 続けてきたこと”

introduction
ふと、父が懸命に子供達と接している姿を想像してみる。
もしかして、ちゃんと育てられなかった僕達三人と、子供達を重ね
合わせたりしているのだろうか？
…そんなわけねーか。とかなんとか思い巡らせていると、朗らかに
祖母が言う。
「直人もね、色々大変だろうけど頑張りなさい。禍福は糾える縄の如
し、だからね」
その言葉があまりにも心に沁みたので、その後話してくれたその言
葉を残した人物の話は全然覚えていません。
…縄、ねぇ。「禍」か「福」か。僕は、父は、今どちらか。

本日は、ご来場誠にありがとうございます。
気付けば十周年。7millions も、なかなかに太い縄となりました。
いつも作品の種をくれるのは、家族です。

今この場に居るという皆様の選択が、どうか「福」となりますよう。
そして願わくばこの作品の生きザマが、アナタ様の人生の良きスパ
イスとなりますよう。
  　　　　　　　　　　　7millions- ナナミリオンズ -主宰　鷲尾直人



ムタ（藺牟田 健吾）： 名倉 周（＠emotion/ メグルキカク）

自分の唯一誇れることなのですが、ありがたいことに 20 年以上役者を続けております。
今後の目標としては30年40年とマイペースに芸能を続けていける環境を整えていくことです。
歴史的にも転換期である、この時代に残りの時間で少しでも演劇で発信できたら嬉しい限りです。

一味（一条 澪）： 西出 結

写ルンですをずっとカバンに忍ばせて登校してました。
今も持って歩いてます。
でも撮るのって結構勇気がいって、たまにしか撮れないので、
半年とかに 1台使い切るペースです。
いまだに紙にプリントしてもらって、アルバムにしてます。

カモ（鎌本 俊）： 佐々木 恭平

10 年…長いですよねぇ 10 年。いや短いような気もするなぁ 10 年。何してたのよ？と聞か
れたら、およそ引きこもってゲームしてた 10 年。多分今後も変わらずやり続けるんですよ
ねぇ。続けてきたとか続けたいというか、ライフワーク的な？ただ、やめる未来は想像でき
ないんだよなぁ。そんなことを考えながら新作をポチりました。ゲーマー人生はまだ続く。

キョンキョン（小泉 凛花）： 森口 美香

基本的に 2 週間毎に興味が移り変わっていくので 10 年続けてきた事も 10 年続けていきたい
事も演劇しかなかったです。占い師さんに｢あなたは続ける続けないじゃない、どうせ飽き
たらすぐ辞めます｣と言われてるので飽きるまでは何十年でもやると思います。これからも
どうぞよろしくお願いします。

カネちゃん（小金山 茜）： こんの さおり

続けてきた事といえばお芝居しかないので、続けていきたい事をお伝えします。ズバリ、『体のメンテナンス』
です！当たり前の事だと思われますが、とても的確なお芝居の講師に「さおりは自分を大切にしなさい」と言
われるぐらい、自分の事を気にしておりませんでした。ごく最近、小学生ぶりに歯医者に行く機会があり、初
めて歯の正しいメンテナンスの仕方を教わり、治療もし、健康な歯がいかに大事かを学びました。健康診断など、
定期的な病院の検診も必要不可欠だと実感しております。今までいかに自分の体について無頓着だったかを思
い知り、これから10年お芝居を続けるためにも、自分を大事にしていこうと決意したアラフォーこんのでした。

オーナー（大家 良枝）： 下村 まり（劇団カンタービレ）

バイクに乗り始めてちょうど 10 年くらいです。
30 歳になってから教習所に通いました。
今ではどこに行くのもバイク。
今となってはバイク運転しながらじゃないとセリフが覚えられません…。
年をとってもミッションのバイクに乗るようなファンキーなおばあちゃんになりたいです！

元気（田丸 元気）： 鷲尾 直人

10 年間、頭を下げ続けてきました。感謝、謝罪、様々な意味あれど携わってくださった方に
対して下げて来た頭を、これからもより良い垂れ方が出来るようしっかりと実らせて参ります。
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」感謝の心と謙虚な姿勢を忘れずに。
7millions、十周年。ありがとうございます。これまでもこれからも。



脚本・演出：鷲尾 直人
舞台監督 : 白石 チカラ（ＬＤＡ） 
舞台美術 : 本多 亮太（ＬＤＡ）
照明：三浦 詩織
音響：田上 篤志（atSound）
写真：山本 詩乃
音楽：カノー ヒロシ
撮影：赤羽 芳昭（プロジェクトD）
制作：神崎 ゆい（ゆめいろちょうちょ）
企画・製作：7millions―ナナミリオンズ―

sta�
（有）グルー　＠emotion　メグルキカク　劇団カンタービレ　川口プロヂュース
ＬＤＡ　atSound　ゆめいろちょうちょ　プロジェクトD
小林 和也　高梨 梨子
谷口 礼子　萩原 悠太　井口 雄紀　
静岡おでんガッツ　味わい酒場　呑者家末広通り店　海森
ARTS for the future! 事務局　文化庁

special thanks　（順不同・敬称略）

清水 智未
・Twitter　@narushima_
・ブログタイトル『ハムスター奮闘記』
・Instagram　narushima.izm

こんの さおり
・Twitter　@saorikonkon
・Instagram　@saorikonkon

笹本 純一
・演劇企画アクタージュ　第 12 回公演『ホシノヒト』 
   2021 年 9 月 22 日（水）～26 日（日）
   池袋シアターグリーン BASE THEATER
・Twitter　@mynameis5511111

岸本 尚子
・10 月、12 月に出演予定あり。
   情報解禁しましたらツイッターでお知らせします。
・Twitter　@drunk_whale
・ブログタイトル 「雨ときどき酒」

下村 まり（劇団カンタービレ）
・劇団カンタービレ『おっさんズ・サマ～'21』
   2021 年 8 月 26 日（木）～30 日（月）
   ウッディシアター中目黒
・Twitter　@boobooshimomu

リベロ （川口プロヂュース）
・清水エスパルス応援 YouTube【リベロチャンネル】
   （現在登録者数 2,800 人）
・Twitter　@Libero_Ryuta

佐々木 恭平
・カスタムプロジェクト
   『雪の密室殺人事件 - キミはリモート探偵だ！ -』
   2021 年 8 月 13 日（金）～8月 15 日（日）
   zoomにて配信
・Twitter　@sa3kyou

next schedule

森口 美香
・青色遊船ショートムービーNo.2『廻る 12』
   2021 年 12 月配信予定
・Twitter　@M_o_M_o_saika

名倉 周（＠emotion/ メグルキカク）
・@emotion 『FLAG MAN』
   2021 年 9 月 15 日（水）～9月 19 日（日）
   上野ストアハウス
・Twitter　@amane_emo_

西出 結
・新宿公社『始まりが悪ければ』
   2021 年 9 月 10 日（金）～20 日（月）
   劇場 MOMO
・Twitter　@fuyuuuu
 
加山 到（（有）グル―）
・市川徹監督作品『SWANEE 野毛探偵事務所』
   2021 年 7 月 18 日～（横浜を皮切りに順次公開）
   横浜・シネマノヴェチェント
・NHK BS プレミアム『大地の子』（再放送）
   2021 年 7 月 19 日～8月 23 日　毎週月曜日 21 時～
・季の葉舟プロデュース『the other～うちとそと、それと～』
   2021 年 8 月 26 日（木）～ 30 日（月）
   両国エアースタジオ

鷲尾 直人
・進戯団 夢命クラシックス　#25『Requiem』
   2021 年 9 月 30 日（木）～ 10 月 3日（日）
   シアターサンモール
・Twitter　@naoto_7m_7010


