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「心配性」だから、準備は徹底的に
　2022年の12月で90歳になりました。足立
区も2022年に区制90周年を迎えたそうなの
で、私と同い年ですね（笑）。自分が90歳まで
生きるとは思っていなかったし、ましてや現
役で役者を続けていられるなんて思ってもい
ませんでしたよ。私は心配性だから、しょっ
ちゅう医者に行くんです。そのおかげで、大
病もせずにこの歳

と し

までやってこられたのかな。
　役者としても心配性でね。いまだに「今度の舞
台、大丈夫かな」なんて思うと眠れなくなる（笑）。
セリフは大丈夫か、声はちゃんと出るか。常
に心配だから、その分、事前の準備は徹底的
にします。その繰り返しで、70年以上、役者
としてなんとかやってこられたんじゃないか
と思います。
　子どものころは人前に出るのが苦手な引っ
込み思案だったけど、「役を演じる」ことで、
そんな自分を打破してきた人生だったのかも
しれません。

「もっとうまくなりたい」が原動力
　私は1932年の生まれで、戦中戦後の物のな
い時代に育ちました。7歳のときに父を亡くし
たこともあって家は貧しくて、高校を出てか
ら色々な仕事をしました。あるとき、仕事仲
間から「おまえ、顔がいいから役者にでもなれ
よ」と言われて、映画を観

み

るのは好きだったの
で、それもいいかなと
思って俳優座付属養成
所の門を叩

た た

いたのが19
歳のときです。そこで
芝居の基礎を叩きこま
れて、映画の仕事をし
始めました。そのころ
は日本映画の黄金期と
呼ぶべき時代でした。黒

く ろ
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正
ま さ

樹
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と し

郎
ろ う
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秀
ひ で
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さんなどの名優と仕事をしな
がら芝居の技を身

か ら だ

体で覚えていきました。
　役者というのは、脚本に書かれたセリフの
本質を理解するという意味ではアーティスト
の面もありますが、最終的に自分の身体を使っ
て表現するという意味ではアスリートのよう
なところがあります。ただ、アスリートであ

れば、30〜40代で現役を引退するんでしょう
けど、役者は、その年齢に応じて演じられる
役があるから、体と頭がしっかりしていれば
続けられるんですね。
　90歳で現役の役者を続ける原動力とは何
か、と聞かれたら、「もっとうまくなりたい」と
いう思いがあることでしょうか。一つの作品
を終えると、「あそこはもっとこうすればよ
かったな」と思うことが、今でもしょっちゅう
あります。「次はもっとこうしよう」と思うから、
いまだに続けられているのかもしれません。

「名優」にあぐらをかいている場合じゃない
　舞台が自分の原点であり、役者としての軸
だという思いは今も変わりません。足立区の

「シアター1010」で3月に行う舞台『バリモア』
は、81歳のときに初演した作品（上演時間約
85分の一人芝居）です。かつてハリウッドで
華々しく活躍した俳優 ジョン・バリモアが、
年老いて落ちぶれて、それでも再起を果たそ
うと舞台のリハーサルに挑む姿をどこか自虐
的に描いた作品です。人生の光と影、そして
再び光を求める生きざまを、観る方の人生と
も重ねてご覧いただけるのではないかと思っ
ています。

　舞台に立つのは私一人。覚えるセリフ量が
膨大で稽

け い

古
こ

も大変ですが、90歳になった今の
自分がどう演じ切れるのか、あえて自分にプ
レッシャーをかけようと思ったんです。負け
ず嫌いなのかな（笑）。役者は年齢を重ねると

「名優」扱いされますが、この歳になると若い
人の何倍も努力をして精進しないと追いつけ
ません。それを自覚したうえで、どこまでや
れるのか。「名優」と言われることにあぐらを
かいている場合じゃないんです（笑）。

シアター1010は「あだちの宝」
　私は全国の色々な劇場で芝居をしますが、
ある程度の規模の劇場は音楽のコンサート用
に造られた建物が多いんです。演劇に使う場
合、声が響きすぎてしまって、お客さん一人
ひとりに声を届かせるのに少し苦労する。私
が名誉館長を務めている石川県の「能登演劇
堂」は、全国でも
数少ない演劇専
用の劇場として
設計されていま
す。2022年に「左
の腕」という舞台
で使わせていた
だいた足立区の

「シアター1010」も、（専用ではないものの）演
劇のために造られたこともあって、とても素敵
な劇場でした。実際に舞台に立って演じてみた
ら、声が広がり過ぎることもなくて、とてもや
りやすかった。観客と演者の距離が近く、お客
さんにしっかり声を届けるのに最適な広さです。
　2022年3月には、この施設内のギャラリー
で記念展（足立区制90周年記念プレイベント 
仲代達矢 役者七十周年記念展 1952-2021）も
開催してもらいました。自分の過去を振り返
るのはあまり好きじゃなかったんですが、70
年の節目として、これまで関わった作品に関
する資料や衣装などを展示してもらいました。
ギャラリーや劇場という文化的な施設が駅の
すぐそばにあるのは、大変素晴らしいなと思
いましたね。足立区の宝ですよ。この劇場で、
90歳になった私の『バリモア』を皆さんに観て
いただけるのがとてもうれしくて、今からワク
ワクしています。終わったとき、「ああ、もう
一本やりたい」と思うかもしれないので、「こ
れが最後の舞台」とは言いたくないんですが、
もしかすると、これが最後になるかもしれま
せん。そのつもりで、全身全霊をかけて挑む
つもりです。

シアター1010は2004年に開館。総客席数701席。
本格的な演劇の上演に最適

3月16日〜23日
シアター1010で上演！ バリモア
作：ウィリアム・ルース／翻訳・演出：丹野郁弓／出演：仲代達矢  赤羽秀之（声）

　波乱万丈の人生を送ったアメリカのスター俳優 ジョン・バリ
モア。アルコール依存症となり破滅しかけたなかで、再起をか
けた舞台のリハーサルに挑むバリモアの姿を、仲代達矢が演じる。
■料金＝S席（1階）9,000円／A席（2階）6,500円
■問先＝シアター1010チケットセンター　 
 ☎5244-1011

■申込＝区のホームページからオンライン申請／住所、
氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、本特集の感想をハガ
キで送付　※1人1回のみ申し込み可 ■期限＝2月6日㈪
必着 ■申・問先＝報道広報課 広報
係　〒120-8510中央本町1-17-1  
 ☎3880-5815
※当選者の発表は発送を

もってかえさせていただ
きます。

◀公演の情報やチケッ
トの購入方法など、
くわしくはコチラ

仲代達矢さんのサイン色紙を5人にプレゼント！

　日本を代表する俳優の一人、仲
なか

代
だい

達
たつ

矢
や

さん。足立区と同じ90歳に
して、今なお現役で芝居と向き合う原動力はどこからくるのでしょ
うか。今年3月、足立区の「シアター1010」で行われる舞台『バリモア』
の公演を前に、71年におよぶ俳優人生を振り返りながら、舞台に懸

か

ける想
おも

いを語っていただきました。■問先＝広報係　☎3880-5815

90歳で再び挑む、一人芝居。
原点である舞台への情熱を語る。

2022年「左の腕」でも主演を
務め、台本作成にも関わった

▲インタビューの
　ロングバージョ
　ンはコチラ

2022年3月の記念展では過去に演じた役の衣装などを展示



日付（4年12/22〜5年1/13）12/22 23 26 27 28 1/4 5 6 10 11 12 13
測定値（マイクロシーベルト／時） ― 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05

▪放射線量の調査
　（雨天時を除く、平日）

■申込…申し込み方法　■期限…申込期限	 ☎…電話番号　	FAX…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先	 HP…ホームページアドレス　	 …Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
区…左記マークがある申し込みは、4面左上を参照 3

■計測場所＝区役所前中央公園（地上から高さ
50㎝）■問先＝公害規制係　　☎3880-5304

手洗い・手指消毒・こまめな換気など
基本的な感染症対策の徹底を

　あだち広報の掲載内容は1月17日時点の情報のため、今後変
更になる場合があります。最新情報は区のホームページをご覧
ください。また、イベントなどに参加の際は、マスク着用などの
ご協力をお願いします。熱のある方などは参加をご遠慮ください。

関連情報
について
くわしく
はコチラ

▶

　区内交通事故の約5割が自転車に関わる事故です。「もしも」に備えて、
自転車保険に加入してください。

補償開始日に区内在住・在勤・在学の方
5年4月1日～6年3月31日　※ホームページから申し込み、4月以降
に中途加入した場合は、申し込み日の翌月1日～6年3月31日
① 金融機関窓口（区役所での申し込み不可）
区内のゆうちょ銀行・郵便局・金融機関（銀行／信用金庫／信用
組合／労働金庫／農協）で保険料を支払い
■申込期間＝5年2月1日～5年3月31日　※期間は2カ月間のみ
です。ホームページからの申込期間と異なるのでご注意ください。

② ホームページ NEW
■申込期間＝5年2月1日～6年1月31日

▷保険加入手続き…（区）交通対策課	推進係　　　　　　　　　　	　　　	　　 ☎3880-5912
▷区民交通傷害保険の内容…損害保険ジャパン㈱	東京公務開発部	営業開発課　☎3349-9666

区民交通傷害保険 内容等（概要）

コース例 （参考）
年額保険料

最高保険金額
交通傷害★1 自転車賠償★2 被害事故補償★3

ＸＪ 1,400円 35万円

1億円 600万円ＡＪ 1,900円 150万円
ＢＪ 2,500円 350万円
ＣＪ 3,500円 600万円

★1…�国内外を問わず、所定の交通事故によりケガをした場合に保険金が支
払われる制度

★2…�自転車運転中の加害事故により賠償責任が生じた場合に、その損害賠
償金などを補償する制度

★3…�犯罪行為やひき逃げなどの事故で、死亡や重度の所定の後遺障害を被っ
た場合に、保険金が支払われる制度

承認番号SJ22-13439（5年1月10日）

オンラインでの申し込みがスタート ！　24時間、申し込み可能に ！

2月1日から「区民交通傷害保険」の募集開始

◀くわしく
　はコチラ

自転車保険加入は義務 ！
▲江北5-14に開設予定（画像はイメージ）

対象
保険
期間

申込等

問先

愛称名候補に投票を ！
江北の医療・介護・健康の新拠点
　江北保健センターや子育てサロン上沼田が移
転してくるほか、新たに「医療・介護連携センター」
を設置します。お好きな「新拠点」の愛称名候補
に、ぜひ投票をお願いします	！

【愛称名候補（50音順）】
① あだち健康ステーション すこやか
② あだち健康づくりセンター すこやか
③ すこやかプラザ あだち
■投票期間＝2月1日～28日■対象＝区内在住・在
勤・在学の方■申込＝区のホームページからオンラ
イン投票／投票用紙を区民事務所、衛生管理課、
各保健センターの投票箱へ投

とうかん

函■申・問先＝衛生管
理課	大学病院整備担当　　　　　		☎3880-5891

6年度完成予定

マイナポイント設定・申し込みをお手伝い
■時間＝午前9時～午後5時　※毎週金曜日は3時終了■内容＝パソコン等がない方など
向けに、最大2万円分のマイナポイントの受け取り手続きを補助／マイナンバーカードの
申請用写真の無料撮影を実施■持ち物＝マイナンバーカードなど
■問先＝▷制度…マイナンバー総合フリーダイヤル　　　　　　　　		☎0120-95-0178

▷サポート窓口…（区）マイナンバーダイヤル　　　　　		　　　		☎5888-7707
日程 場所

1/30㈪〜2/3㈮ 佐野・竹の塚・中央本町・保塚地域学習センター／江南住区センター
2/6㈪〜10㈮ 新田・東和・舎人地域学習センター／エル・ソフィア／生涯学習センター（学びピア21内）

足立成和信用金庫と足立税務署で、マイナンバーカード出張申請受付を実施
■持ち物＝カード交付申請書／通知カード／本人確認書類	など
■問先＝個人番号カード交付・普及推進担当　		　　　　　　　　　　　	☎3880-5698

場所 日程 受付時間
足立成和信用金庫 南花畑支店・六町地域応援相談プラザ

（南花畑1-1-30） 1/27㈮ 午後1時～6時30分

足立税務署（千住旭町4-21 足立地方合同庁舎） 1/30㈪・31㈫、
2/9㈭・10㈮ 午前9時～午後4時

足立成和信用金庫 旭町支店（千住旭町35-19） 2/15㈬ 午前10時～午後4時

――いずれも――
■申込＝不要　※当日直接会場へ（混雑時は整理券を配布。配布上限あり）。くわしくは
区のホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

マイナンバーカード申請
マイナポイント設定

2月28日㈫
まで

申請期限
間近

1月31日㈫まで
（消印有効）

1世帯あたり5万円給付
あだち生活・暮らし臨時給付金

（電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援）

　対象と思われる住民税非課税世帯に対し、4年11月15日以降に届くよう、
黄色の封筒で「確認書」を発送済みです。書類に不備のあった方にはご案内
を順次送付しています。　※給付は1世帯1回限り■問先＝あだち生活・暮
らし臨時給付金ダイヤル（平日、午前9時～午後8時）　  ☎0120-247-035

区役所庁舎ホールでの
新型コロナウイルスワクチン接種が

1月28日㈯で終了
※1月の予約不要接種の実施はありません。 　
　足立区医師会館や区内医療機関では、引き続き
接種を実施しています。予約
方法など、くわしくは区のホー
ムページをご確認ください。

｢感染したかな｣と思ったら、まずはかかりつけ医に、いない方は
医療機関の発熱外来、それらが難しい方は下記にご相談ください

足立区発熱電話相談センター
（平日、午前9時〜午後5時） ☎3880-5747
足立区PCR検査予約専用ダイヤル

（平日、午前9時〜午後5時） ☎3880-5051

東京都発熱相談センター
（年中無休、24時間）

☎5320-4551
☎5320-4411
☎6258-5780
☎5320-4592

医療機関案内専用ダイヤル
（年中無休、24時間）

☎5320-4327
☎5320-5971
☎5320-7030

FAXなどによる相談（聴覚障がい
のある方などが対象。原則回答は
平日、午前9時〜午後6時。専用
の相談票あり）

FAX5388-1396

などで最大2万円分のポイントがもらえる ！

予約方法など、
くわしくはコチラ▶ ※「東京都臨時オンライン発熱診療センター」開設中。

　くわしくは区のホームページをご確認ください。

自転車保険加入は義務 ！


