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開演

7 日（土）14:30 開演

会

場

18:30 開演

中 2 波多江種優

高 2 差形優衣

本日はこのような状況の中、お越しくださり誠にありがとうございます。新型コロナウイルスが世界中で流行して
からというもの、私たちの世界は大きく変化しました。このような非日常を体験し、日常というのは常にあるもの
じゃないんだなと日々感じています。
戦争もこの状況と同じことが言えると思います。終わりの見えない戦争という非日常の中で平太さんは何を見た
のでしょうか。そしてその後、何を考え、何を思い平和台を創ったのでしょうか。想像しながらご覧いただけると
嬉しいです。平太さんの生き方をみて、どんな逆境にあっても「どけんかなる、どげんかする」と自分の信条を貫い
ているところがとても素晴らしいと思いました。今回の舞台を通して、僕たちが皆さんに伝えたいことは、戦争は
悲しい事しか生まない、そして戦争が終わったあとは、何でもマイナスからしか始まらないということです。この
舞台をするにあたって、昨年から岡部平太や平和台のことについて勉強し、今日を迎えました。コロナ禍を戸惑い
ながらも駆け抜け、精一杯稽古に励んだ僕たちのこの舞台でみなさまの心の霧が少しでも晴れますように。そして、
終わりの見えない非日常を共に駆け抜けていきましょう。最後までお楽しみください。

糸島市人権センター ３F 大会議室

CAST
嵯峨麻央 波多江桜子 野本彩乃 恒藤暁美

主 催 いとしまハローピースアクト

波多江種優 中村夏綺 安部碧樹 安部葵 恒藤咲幸 戸宮野々華 差形優衣

後援：糸島市 糸島市教育委員会

辻雅統 田中望 西原宣章 風間充実 戸宮新一 馬場千恵美

制作協力：（株）西日本新聞メディアラボ

友情出演

助成：公益社団法人企業メセナ協議会 GBFund 芸術・文化による新型コロナウィルス災害支援

森 隆

フレッシュ愛ガールズ KEIKO
ゲスト出演

前田繁之(劇団「M」)

永江佳克（劇団「M」）

坂井籍暁

STAFF
原

作 /橘 京平作「Peace Hill 天狗と呼ばれた男 岡部平太物語 上-下巻」幻冬舎

脚

本 / 江川 佳世

演出・演技指導 /東条 柳

舞台音楽制作・ピア二スト/常盤充代

舞台監督・舞台美術 /三原 祥平

表現指導 /こがみどり

江川 佳世

本日は、ご多用の中、また、コロナ禍にありながらもご来場いただきまして、誠にありがとうございます。
世界で初めて原子爆弾が投下され 76 年が経ちました。こどもたちと共に創る平和劇も今年が 17 回目となります。
昨年は、世界中で猛威を振るう新型コロナウイルス感染症のため中止しました。今なお、先行きの見えない状況では
ありますが、こうやって、またこどもたちと舞台に立つことができ、大変うれしく思います。会場は変わりましたが、
この人権センターだからこそできる舞台を創ろうと、工夫しながら、みんなで頑張ってきました。
みなさんは、伊都文化会館のホワイエ 1 階にある日章旗をご存知ですか。これは、福岡市で 1948（昭和 23）年に
開催された第３回国民体育大会で、主会場となった平和台陸上競技場に掲げられたもので、第 2 次世界大戦後、
初めて公式の場での掲揚を許可されたという大変貴重なものです。その陰には本日の舞台の主役「岡部平太」の尽力
がありました。今年はオリンピックイヤー。スポーツ界でも名を馳せる糸島市出身の偉人、福岡市にある平和台を
創設したこの「岡部平太」の物語です。平和台は、戦後間もない時期に創設されており、平太は当時 GHQ に何度も
諦めずにかけ合い、土地を奪還しています。平太の息子、平一は、特攻で 22 歳という若さで帰らぬ人となりました。
「戦争は終わった。ここを平和の丘 Peace Hill にする」平太の平一を思う強い気持ち、そして「スポーツを通じて
平和な世界を創る」という思いが「平和台創設」の原動力となったのです。
本日の舞台は、2019 年度の平和劇「未来に語り継ぐ言葉 散りゆく桜―君へたくす―」の続編です。特攻の出撃
直前に平一さんから言葉を託されたキヨ子さんとそのご家族、平太さんのご親族との出会いから３年越しでの舞台で
した。そして、原作者の橘京平さんとの出会いがあり、不思議なご縁で今日のこの舞台が出来上がりました。きっと、
平太さんや平一さん、そしてキヨ子さんが今日もどこかで見守ってくださっていることでしょう。
この舞台を通して、平太さんがどういう思いで平和台を創り、そして名付けたのか、その思いをみなさんに繋いで
いくことができればと思います。そして、みんなが芯から笑顔で過ごせる社会を創るために、今、自分にできること
は何なのかを考えるきっかけとできれば幸いです。制限された中ではありますが、舞台の上演に向けて、フィールド
ワークや学習会を行いました。それぞれが学んだ事、体験した事、感じた事を今日は表現してくれることでしょう。
本日の舞台が、微力ではありますが、平和のバトンを渡し続ける取り組みとなることを願っています。
最後になりましたが、この平和劇の上演にあたりまして、本当に厳しい状況下にありながらも、様々な形でご支援
してくださったみなさまへ心より感謝申しあげます。

リーダー会

2021 年 8 月 6 日（金）14:30

代表

猿渡スミヱ 安部真由美 戸宮知子 恒藤茜 嵯峨奈津子 波多江美佐子 野本涼子 井田恵美
江川愛莉 西原美弥子 伊藤徹 深川隆子 伊藤歩佳 伊藤迪佳 上野恭子 馬場友理奈 江川佳世
田中紀子 中村珠 三原貞代 八尋美紀 井田菜奈子 田中琴子 小栁海晴 田中琳子 西川天志

世界を股に掛けて活躍した岡部平太は、糸島の雄大な自然の中で育ちました。
あらゆるスポーツに秀でた運動神経と何事にも真摯な精神は、糸島が育んだもの
です。今回の平和劇をご覧になった皆さんはそのことを誇りに感じられることと
思います。
そして、演じて下さった皆さん、ありがとうございます。この体験と岡部平太と
いう人物を語り継いで下さい。スポーツを通じて平和を守ろうとした岡部平太の
精神を次世代につないで下さい。
私は小説に続いて今年７月、ノンフィクション「直向きに勝つ 近代コーチの祖・
岡部平太」（忘羊社）を出版しました。岡部平太の功績を 8 年かけて取材し、
まとめました。糸島の皆さんが岡部平太の実像を知るきっかけになりますよう、
心より願っております。

演出/演技指導
東条 柳

三原祥平

糸島市出身
チャンバラ斗志組

こがみどり

糸島市二丈出身
ﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ･ﾊﾟｾﾘ会長

糸島市志摩出身

演奏学科卒業

Special thanks!（敬称略）
照明：ハングルース
手話通訳：糸島手話の会
動画撮影：フリーライフビデオ
写真撮影：糸島半島写真クラブ
制作・取材協力：（株）西日本新聞メディアラボ
故瀬野キヨ子 岡部剛一 岡部栄子
フィールドワーク：平和台陸上競技場 伊都文化会館（日章旗）
ワークショップ：劇団ショーマンシップ 橘京平
S・T スタジオ

（原作者・橘京平)

平一出征前に芥屋村で親戚が集まったときのもの
下段左の少年が剛一さん 真ん中右がステさん

糸島市志摩出身
歌手 俳優
演出脚本家

ピアニスト
舞台音楽制作

表現指導

舞台監督/美術

平太は、スポーツを通じて、平和を希求していました。生前、
参加の叶わなかった世界平和の祭典。新型コロナウイルス感染症の
猛威にさらされている中で行われている、東京オリンピック。
今こそ、本当の平和とは何なのか、真のスポーツの意義を考えて
もらえれば、と思います。
「急降下 突き入る時し 母の名を 呼びつづけけむ あわれ平一」
これは、平太が特攻で亡くなった平一を思い書いた詩です。どんな
にか無念だったことでしょう。戦争からは何にも生まれない、
悲しみや憎しみを生むだけです。二度とこのようなことがあっては
なりません。多くの犠牲の上にある今の「平和」
。それを託された
私たち。これからも未来に語り継いでいってほしいと思います。
（平太の甥・岡部剛一）

＜引用・参考文献＞

伊都文化会館の日章旗

橘 京平作「Peace Hill 天狗と呼ばれた男 岡部平太物語 上-下巻」幻冬舎
第 3 回国民体育大会で戦後初めて掲揚が
許され制作されたもの
橘 京平作「直向きに勝つ 近代コーチの祖・岡部平太」忘羊社
～劇団ショーマンシップのワークショップにて～
スポーツ･勝負･人間―岡部平太遺稿集― 岡部平太遺稿集刊行会編 1963
岡部平一少尉の家族にあてた、島田キヨ子さんの手紙
「雲と波の果てに」台北帝国大学予科士林会「岡部平一・原田信一遺稿追悼文集」編集委員会編 1983

★個人賛助会員の皆さま★

（順不同/敬称は略させていただきます）

古田拓弥 矢野雅大 安永広樹 安永清子 井上千江 飯田兼敏 東島斐子 山口和代 故柴田榮一 鍋山美智子 山本京子 津田信次 山本早苗 川原宏 西迫朝子 野口智美 風間充実 風間和美 恒藤修二 渕ノ上和憲 柴田紀子 小栁麻紀
岡部剛一 岡部栄子 岡﨑英子 故岡﨑千代香 西野鈴子 吉山峰代 山﨑依子 松本芳子 上野恵美子 山田信之 柏木百合子 林東将 吉松志保美 福井順子 壇文子 坂本雅子 西峯まり子 伊藤徹 伊藤美貴 伊藤歩佳 伊藤朋佳 伊藤迪佳
徳安達成 嵯峨奈津子 安部敏夫 西原宣章 西原帆風 鶴貴美子 西川栄治 猿渡勇 社家間篤志 井田恵美 井田菜奈子 垣内フミ子 （2021 年 7 月 20 日現在)

★団体・企業賛助会員の皆さま★ （順不同）

まごころ葬儀

ヘアメイク・

羅漢
ＰＩＯ

公益社団法人全国珠算教育連盟 正会員指導教場

真栄喜そろばん教室
コンビニエンスストア

中

村

屋

森園宅配センター

温かいご支援
ありがとうございます！

〒819-1116糸島市前原中央二丁目 2-21

TEL. 092-322-0151㈹
FAX.092-322-0512

糸島市浦志 2-14-17 井上ビル 101
TEL: 092-335-3394
営業時間：10:00～19:00 水曜定休

糸島市篠原 283-1
TEL.092-332-2345

futamikitchencar

―和牛専門店―
信頼の 60 年! いつも安心してお買い上げのできる店

毎週土曜日 肉の特売日

〒819-1621 糸島市二丈上深江 1296
TEL:092-325-1488 / FAX:092-325-1703

糸島市前原東 2 丁目 1-31(前原郵便局前）

電話・FAX 322-4775

営業時間

代表 今 村 弘 子

平日/土日祝 10:00～17:00
定休日 水曜日

糸島市志摩桜井 3777（レストラン二見ヶ浦駐車場）

前原駅前校・東風校・前原東校・可也校・前原南校

糸島市志摩桜井 5583-1
TE L （ 0 9 2 ）3 2 7 - 060 1
FA X （ 0 9 2 ）3 2 7 - 198 1

゛

豆腐の工場直売所
やってます！！

営業時間/11:30～17:00 定休日/火曜日

糸島市志摩桜井 2431-1

URL: http://www.takatorishokuhin.com/

Tel.092-327-0038
和洋酒・飲料水・塩・菓子・宅急便

辰巳屋酒店
糸島市南風台 8 丁目 1-8
TEL.092-321-2328

糸島市志摩小金丸 2230-1
TEL（092）327-0025
FAX（092）327-2267

福岡市西区田尻２３３１－３

学校法人

西福岡学園

そね幼稚園
園長
〒819-1562

☎

水浦

逸

福岡県糸島市井田 682-1
092-324-2811

＊土曜日は 12:00 までの診察

障害者支援施設

第一野の花学園

『はたらく』『くらす』を応援します！
ご相談はお気軽に！～お待ちしています～

福岡市西区今津 4820-2
☎ 092-806-2059 営業時間営業

やました小児科医院
診療時間

午前 9:00～午後 6:00
(ただし土曜日は午後 2 時まで)

☎（092）324-4727

さん

けい

けん

〠819-1616

せつ

糸島市二丈武175-3

三 兄 建 設
代表

㈱ベビーフレンド

山下利満

TEL*092-325-8123/FAX*092-325-8124

ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ＊0120-63-7333

糸島市川付 562
電話 FAX

URL*http://www.babyfriend.co.jp

092-324-1080

e-mail*info@babyfriend.co.jp

営業時間/11:30～17:00 定休日/火曜日

あたたかいご支援
ありがとうございます！

個人・企業団体賛助は随時
受け付けております。毎年７月２０日を
パンフレット掲 載 の締 切 日 としております。
締切日以降の場合は、翌年に掲載させて
いただいています。

岡
代表取締役

中川 法人

社:福岡市西区今宿東 1-5-8
TEL (092)807-6521 FAX(092)807-6591
糸島支店:糸島市泊 1822-1
TEL (092)324-2037 FAX(092)322-9847
:福岡市西区周船寺 1-7-55
TEL (092)836-8199 FAX(092)836-8169

福岡市西区泉 1 丁目 5-1
電話（092）806-1212
http://www.sansuisou.com/

代表取締役

大舘

略

歴

1891（明治24）

0

1908（明治41）

17

経
歴
9月10日
養蚕業と黄櫨ろう業を営む農家の長男として糸島郡芥屋村に生まれる
父峰吉(岡部家に養子) 母キタ(武家) （男3人女5人の9人きょうだい）
福岡師範学校(現福岡教育大学）入学 日露戦争（2月8日～翌年9月5日）

1911（明治44）
1912（明治45）

20
21

福岡師範で退学処分を受けるが、「京都武徳会」準優勝して取り消される
福岡師範学校卒業 久留米市の男子高等小学校教師となる

1913（大正２）

22

特別推薦により東京高等師範学校(現・筑波大学)体操専修科入学
講道館入門 初段を相手に5人抜きで２段となる

1914（大正3）

23

講道館紅白戦で７人抜き、学生では唯一の４段に昇格 加納治五郎に付いて各地で模範演技を行う
第一次世界大戦勃発

1916（大正5）

25

高師体操専修科卒、東京高等師範学校 研究科に進学。その夏、東ステと結婚

1917（大正6）

26

東京高等師範学校卒業後、嘉納治五郎、神戸の事業家内田信也の援助により米国留学
シカゴ大学のスタッグ教授の指導の下、アメリカン・フットボール、バスケットボール、水泳、
陸上競技、体育理論とコーチ理論を実地に学ぶ

1918（大正7）

27

ペンシルバニア大学で運動生理学、ハーバード大学で女子体育、スポーツ史を研究
米国で科学的なコーチ法を目にした岡部は、それまで精神主義一辺倒だった日本の
スポーツの近代化に精力を傾けるようになる

1920（大正9）

29

帰国し、東京高師体操科講師に就任。第一高等学校と東京帝大の農学部・経済学部陸上競技のコーチに就任し、日本に初めて
アメリカンフットボールを紹介する

1921（大正10）

30

照光

糸島市前原北２-８-２５
電話 092-323-3537
http://www.tachihome.com

太

年齢

たち

福岡市西区大字徳永 517－2
TEL.092-806-8580
http://shimatechno.co.jp/

平

西暦（和暦）年

本

（株）舘ホームサービス

部

米国留学時代にシカゴ大のスタッグ（右）から
薫陶を受けた岡部平太（左）

長女鞠子生まれる。内田信也に請われて旧制水戸高等学校のグラウンドを設計し、日本初の400mトラックを作る。同校講師に就任
同年突然講師を辞任し、満鉄に入社、体育主任となる。米国のプロレスラーサンテルと柔道の異種格闘技試合の開催をめぐって
嘉納と対立、講道館を破門される

糸島市前原西 1-13-20
TEL 092-322-2126

有限会社 ハタエ不動産
お気軽にご相談ください！
ペット可物件も
お探しします！
お任せください
‼

糸島市前原西 4 丁目 1-11
☎092-322-9440
代表取締役・宅地建物取引士

波多江種信

長男平一略歴

1922（大正11）

31

満州体育協会を創設、理事長となり１１年間在職する。

年齢

1923（大正12）

32

欧米体育事情の視察に出発

1924（大正13）

33

パリ・オリンピックを視察
教え子の岡崎勝男（後の外務大臣）が5000ｍで決勝進出

1925（大正14）

34

全日本陸上競技連盟（陸連）結成、同年マニラで開催された第7回極東選手権の陸上競技
監督となるが、同大会の審判トラブルで日本チームがボイコット、それを批判した体協と決定
的に対立する。著書『世界の運動界』刊行

張学良

1928（昭和３）

37

皇太子御成婚を記念した日仏対抗陸上競技大会を大連と東京で開催。張作霖の親分の
遺児馮庸と親しくなり、奉天の馮庸大学教授となる。満州ラグビー蹴球協会を創設

「スポーツに国境はない」と
岡部と共にスポーツ交流を
推し進めた

1929（昭和4）

38

次女瑠璃子が生まれる
張学良と協力して日独支対抗陸上競技会を行う
満鉄の経営幹部に就任 大連運動場の建設責任者となる

1931（昭和6）

40

満州事変勃発（10月17日）馮庸を欧州に亡命させようとするが、馮庸
は上海で下船し蒋介石と合流、岡部は関東軍に逮捕される。満鉄を
退社、体育関係の職も辞す

1934（昭和9）

43

1935（昭和10）

44

0

6

大連市大正小学校入学 5年生まで在校

満州陸上競技革新連盟を設立

12

糸島郡芥屋小学校(現在廃校)に転校

長女鞠子が病気で亡くなる

13

県立福岡中学校入学

18

台北帝国大学予科文科ろ類入学
（政学進学コース）

笑顔・感謝・信頼

1938（昭和13）

47

全中華民国体育推進会の技術最高顧問に就任
東京オリンピックの陸上コーチに就任（開催返上）

お客様の立場にたって考える未来

1941（昭和16）

50

日本がハワイ真珠湾を攻撃し、日米開戦（12月8日）

1943（昭和18）

52

20

1943（昭和19）

53

21

1945（昭和20）

54

岡部平太（後方）左から妻ステ
6月 帰国、芥屋村へ引き上げる
次女瑠璃子 長男平一
6月19日 福岡大空襲 雷山空襲
8月15日 玉音放送（天皇による「終戦」の詔勅が放送される）

小学４年生以上と中学生 男女問いません

1947（昭和22）

56

練習日 毎週土曜日午後 １時間程度
会 費
月５００円

第3回国民体育大会の福岡誘致のため準備委員長に就任
競技場の新設に奔走する

1948（昭和23）

57

国体事務局長に就任し、完成した新競技場を「平和台」と命名する
福岡県体育協会理事長就任

牧園美恵子

1950（昭和25）

59

「オリンピック・マラソンに優勝する会」を金栗四三らと結成

糸島市本 1619 電話:080-1513-1952

1951（昭和26）

60

ボストン・マラソンに監督として初参加、田中茂樹が優勝。
西田勝雄、広島庫夫、山田敬蔵、浜村秀雄、貞永信義ら第一級選手を育成

1952（昭和27）

61

福岡学芸大学（母校・福岡師範の後身）の専任講師に就任、

1955（昭和30）

64

福岡学芸大学教授となる

1961（昭和36）

70

『年齢別にみた水泳のエネルギー代謝』で久留米大学より医学博士号授与
東京オリンピックの陸上強化コーチに就任

1963（昭和38）

72

マラソンを中心に多年スポーツ界に尽くした功労で朝日賞を受賞。 受賞式では盟友である金栗四三が祝辞を述べている
九州産業大学教授に就任。この年、脳梗塞で倒れる(8月)

1964（昭和39）

73

第18回東京夏季オリンピック この年に柔道が初めて正式種目になる

196６（昭和41）

75

11月6日 3年間の闘病の末に75歳で病没

い け だ せ い ゆ う ぜ い り し じ む し ょ

池田清勇税理士事務所
〒819-1136
TEL

福岡県糸島市美咲が丘 2-14-10

092-334-2106 FAX 092-334-2107

牧園三味線教室

22

子ども三味線教室 会員募集中

会長

こがみどり
メンバー募集中！
080－5218－7216(戸宮)まで
レンタルスタジオ

S･Ｔ スタジオ
1 時間 300 円
ミニキッチン・トイレ完備
(冷暖房・ピアノ使用料は別途）

糸島市志摩小金丸 2101
090-5088-5999(江川)

経 歴
2月26日 満州国(当時)大連に生まれる

※三味線と道具はお貸しします

今までも これからも
『教育』のお手伝いを
有限会社

吉清教材店
TEL(092)322-2023
糸 島 市 前 原 駅 南 3- 12-17

福岡県教職員組合糸島支部
代表

山口

裕之

糸島市泊 1393-5
電話：092-322-2648

1992(平成4)

3月 競技場内に岡部の胸像が建立

9月 予科修了
10月 同大学に進学
12月 学徒出陣佐世保海兵団に入団
2月 土浦航空隊に入隊
5月 出水航空隊へ転属
9月 朝鮮元山航空隊へ転属
2月22日 特攻隊員となる
4月4日 鹿屋特攻基地へ進出
4月5日 キヨ子さんと初めて会い言葉を託す
4月12日 神風特別攻撃隊第二七生隊員として出撃
南西諸島海域にて特攻戦死

1951年のボストンマラソンの日本選手団
優勝した田中茂樹（左）と監督の岡部平太（左から３人目）

