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SPAC秋→春のシーズン 2019-2020  #3 

RITA&RICO 
リタとリコ 

～セチュアンの善人より～ 
The Good Person of Szechwan 

 
 

原案： ベルトルト・ブレヒト 

構成・演出・台本： 渡辺敬彦 

台本協力： 守山真利恵 
 

出演: 山本実幸、泉陽二、大内智美、木内琴子、貴島豪 

小長谷勝彦、三島景太、吉植荘一郎 
 
スタッフ：舞台監督 守山真利恵／美術 渡部宏規／照明 小早川洋也 

音響 澤田百希乃、林哲也／衣裳 清千草／演出部 杉山悠里 

技術監督 村松厚志／制作 中尾栄治、梶谷智、北堀瑠香 

宣伝イラスト 柴田あさみ／宣伝デザイン 阿部太一 
  
公演日程 

◎一般公演 各日 14:00開演 

2019年 12月 14日（土）、15日（日）、21日（土）、22日（日） 
 

◎中高生鑑賞事業公演 

 「SPACeSHIPげきとも！」 

SPACでは静岡県内中高生を 

対象に招待公演を行っています。 

★の日程は一般発売のお席も 

ございます。（枚数限定） 

2019年 12月 

12日(木)13:00 

13日(金)10:30★/14:30★ 

16日(月)13:30★ 

20日(金)10:30★ 
 
会場＝静岡芸術劇場 
    

主催： SPAC-静岡県舞台芸術センター 

助成： 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進

事業）｜独立行政法人日本芸術文化振興会 
   
◎出張公演 

12月 5日（木）10:00 

会場＝掛川市文化会館シオーネ  ※一般販売なし 
 
 

個性派俳優・渡辺敬彦が演出で魅せる 

残酷で美しい悲喜劇--- 

SPAC俳優として数々の個性的な役作りで観客を魅了し、近

年は演出作品も発表する渡辺敬彦。80 年代小劇場演劇を代

表する劇団の一つ「演劇舎蟷螂」を出発点に、寺山演劇で知

られる J・A・シーザー演出作品への出演など“アングラ”の遺伝

子を色濃く持ちながら、それにとらわれない幅広い活躍を見せ

る個性派俳優が、SPACでの活動が 10年目となる今秋、レギュ

ラーシーズンでの初演出に挑みます。 

ベルトルト・ブレヒトの名作『セチュアンの善人』に対し、原作

へのリスペクトを持ちつつ、自身で大胆にリライト。原作にある

イデオロギー的な対立項を、より分かりやすく「利他主義（リ

タ）」／「利己主義（リコ）」とし、現代社会を生きる私たちに問い

を投げかけます。「残酷で美しく、悲劇でもあり喜劇でもある舞

台を創りたい」と語る渡辺の舞台は、その演劇的出自と相まっ

て、独特の美的感覚に彩られています。美術はもちろん、照明、

音楽、衣裳などあらゆる細部にこだわる演出で、個性あふれ

る俳優たちが生み出す独特のテンポの芝居は時に滑稽さ、

時に異質さを滲ませます。 
 
 

20世紀ドイツ最大の劇作家ブレヒトの 

あまりにも現代に響く寓話劇--- 

20 世紀ドイツ最大の劇作家・詩人・演出家ベルトルト・ブレヒ

ト。数々の戯曲で、「叙事的演劇」「異化効果」など、現代劇を

語る上では避けて通れない理論を生み出した偉大な演劇人

の一人です。「演劇の教科書」があったら必ず載るであろう名

作を、現代の演出で届ける「SPAC 秋→春のシーズン」にあっ

て、ブレヒト作品が登場するのは今回が初めてとなります。 

『セチュアンの善人』は 1939年、様々なイデオロギーが錯綜

した時代に発表されました。ブレヒトがこの戯曲に込めた社会

への問題提起の数々は、現代に生きる我々の胸にも痛切に響

いてきます。労働問題、貧困問題、母子家庭、拝金主義……

主義的で難しいと思われがちなブレヒト演劇ですが、その内容

は私たちの生活にとっても実に身近なものなのです。渡辺はこ

れを、神の存在や周囲の言動に翻弄されながらも、最後には

自身の決断へと向かう一人の女性の物語として描き、「わたし

たちの物語」としてより近しいものにしています。心に響くブレヒ

ト演劇を、ご期待ください。 
 

■原作のあらすじ  

善人を探すためにセチュアンの町に降り立った神様たちは、リタと

いう貧しくも心優しい女性に出会う。彼らを一晩泊めたお礼に大

金を手にしたリタはタバコ屋を始めるが、貧民たちが次々とやって
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きてはリタの善意につけこむ。「善人であれ」という神様からの掟を

守ろうとするも、自分の生活が困窮するリタは、冷徹な架空の従兄

弟リコになりすまし、次々と問題を解決していくが・・・。 
 
 

■プロフィール 

渡辺 敬彦（わたなべ たかひこ） 

「残酷で美しく、悲劇でもあり喜劇でもある舞台を創りたい」 

様々な役を自在に演じ分ける個性派俳優。80 年代にその名を馳

せた小劇場「演劇舎蟷螂」で舞台の世界へ。寺山演劇で知られる

J・A・シーザー演出作品のほか、小劇場・商業演劇を問わず、こ

れまで数多くの舞台作品に出演。演劇のみならずダンス、舞踏、

映画、テレビと活動の幅は広い。09 年利賀演劇人コンクール優

秀演劇人賞受賞。2010 年より SPAC に参加し『マハーバーラタ』

『真夏の夜の夢』『アンティゴネ』『高き彼物』等に出演、16 年『青

森県のせむし男』を演出した。1961 年生まれ。静岡県三島市出

身、在住。 
 
 

ベルトルト・ブレヒト Berthold Friedrich Brecht（1898-1956年） 

20 世紀を代表する劇作家・演出家。ドイツのアウグスブルクで生

まれる。24 歳で『夜打つ太鼓』を発表し、劇作家としてデビュー。

共産主義思想に傾倒し、観客を役への感情移入から解放し、自

ら考えるよう促す「叙事的演劇」を提唱。「異化効果」など様々な

演劇理論を確立する。1933 年にヒトラーがドイツの政権を握ると、

周辺国やアメリカへと亡命。第二次世界大戦がはじまると、社会

の状況を批判する戯曲や演劇論を執筆し続けた。戦後、1948 年

に東ベルリンへ活動拠点を移すと、翌年には『肝っ玉おっ母とそ

の子供たち』を上演して大成功を収める。劇団ベルリーナー・アン

サンブルを結成し、国際的な評価を集めた。代表作に『三文オペ

ラ』『セチュアンの善人』『ガリレイの生涯』など。 
 
 
 

チケット 好評発売中！ 

＜全席指定＞ 

一般：4,200円 / ペア割引：3,700円（2名様で 1枚につき） 

ゆうゆう割引：3,500円[満 60歳以上] 

学生割引： 2,000円[大学生・専門学校生]/ 1,000円[高校生以下] 

※その他、グループ割引、障がい者割引がございます。 
 

チケットお取扱い 

SPACチケットセンター TEL：054-202-3399（10:00～18:00） 

公式サイト、劇場窓口でもご購入いただけます。 
 

お問い合わせ 

SPAC-静岡県舞台芸術センター 

〒422-8019 静岡市駿河区東静岡 2丁目 3-1 

TEL：054-203-5730 FAX：054-203-5732 

E-mail：mail@spac.or.jp 

SPAC公式サイト  https://spac.or.jp 

【関連イベント】 ※詳細は別紙ご覧ください。 

●異化（イカ）したブレヒト祭り in 静岡 

12 月中旬、静岡市内ではブレヒト企画が三本同時上演！様々に

表現されるブレヒトのメッセージ、ぜひ観比べてみてください。 
 

劇団渡辺『四
し

川
せん

の善人』 

12月19日(木)～12月26日(木) 会場：人宿町やどりぎ座 

原作 ベルトルト・ブレヒト ／ 構成・演出 渡辺亮史 

主催・お問合せ：人宿町やどりぎ座 

Tel：054-272-7277  E-mail：mail@yadorigiza.info 
 

みわぞうsingsブレヒト 静岡スペシャル音楽紙芝居『三文オペラ』 

12月21日（土）会場：マルヒラ呉服店 18:30start 

22日（日）会場：さじっとの家 18:30start 

＜前夜祭＞12月20日（金） 会場水曜文庫 19:00start 

主催・お問合せ： トラディショナル・サウンド（堀池） 

Tel：080-5155-7658  E-mail：biyabonkozou777g@gmail.com 
  
 
 
 

【会期前のイベント】 

●第 13回 SPACおためし劇場 
舞台稽古を見たり、演出家の話を聞いたり、普段は見られない舞

台の裏側をのぞくことができる無料のイベントです。 

日時： 11月 30日（土）13:30～15:00 

会場： 静岡芸術劇場  （参加無料・要予約） 

 
 
 

【会期中のイベント】 

◆アーティストトーク 渡辺敬彦とゲストによるトーク 

12月 14日（土） 今井朋彦 氏 

（俳優・演出家／2020年 2月 SPAC『メナム河の日本人』を演出） 

12月 21日（土） 古舘寛治 氏 

（俳優・演出家／2016年 SPAC『高き彼物』を演出） 

12月 22日（日） J・A・シーザー 氏 （作曲家・作詞家・演出家） 
 

◆プレトーク 一般公演日の開演 25分前より 

舞台をよりおもしろく観劇できるポイントをご紹介いたします。 

◆はじめての演劇鑑賞講座 12月 14日（土） 12:30～13:30 

講師：永井健二（SPAC俳優）[参加無料／要予約] 

◆バックステージツアー 12月 15日（日）終演後（無料／要予約） 

◎イベントお申込み先・・・SPACチケットセンター TEL：054-202-3399 
 

◆劇的婚活  劇場で婚活！ご観劇を恋の始まりに… 

21日［土］ 11:15～17:00 （観劇含む） 
共催： 静岡市   参加費： 4,700円 

申込先： 静岡市コールセンター TEL: 054-200-4894 
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